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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３つ以上の第１パッドを含む第１パッド群と、
　前記第１パッド群に隣接して配置され、３つ以上の第２パッドを含む第２パッド群と、
　前記３つ以上の第１パッドおよび前記３つ以上の第２パッドのそれぞれに接続された信
号線と、
　を有し、
　前記３つ以上の第１パッドおよび前記３つ以上の第２パッドのそれぞれは、第１方向に
互いに離間して配置され、かつ、前記第１方向に対して傾いた方向に延長された形状を有
し、
　前記３つ以上の第１パッドのそれぞれは、延長線が第１地点に収斂するように配置され
、
　前記３つ以上の第２パッドのそれぞれは、延長線が前記第１地点とは異なる第２地点に
収斂するように配置され、
　前記３つ以上の第１パッドのそれぞれは、前記第１方向に平行な第１仮想線、および前
記第１方向に平行で前記第１仮想線とは異なる第２仮想線の間に、前記第１仮想線および
前記第２仮想線に沿って配置され、
　前記３つ以上の第２パッドのそれぞれは、前記第１仮想線および前記第２仮想線の間に
、前記第１仮想線および前記第２仮想線に沿って配置され、
　前記３つ以上の第１パッドのそれぞれは、前記第１仮想線上で、第１間隔で互いに離れ
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て設けられ、
　前記３つ以上の第２パッドのそれぞれは、前記第１仮想線上で、前記第１間隔より広い
第２間隔で互いに離れて設けられ、
　前記３つ以上の第１パッドのそれぞれは、前記第２仮想線上で、前記第１間隔より広い
第３間隔で互いに離れて設けられ、
　前記３つ以上の第２パッドのそれぞれは、前記第２仮想線上で、前記第２間隔より広い
第４間隔で互いに離れて設けられ、
　前記第４間隔は、前記第３間隔より広い、
電子部品。
【請求項２】
　前記第１仮想線に沿って測定された前記３つ以上の第１パッドのうちの前記３つ以上の
第２パッドに最も近い１つの第１パッドと前記３つ以上の第２パッドのうちの前記３つ以
上の第１パッドに最も近い１つの第２パッドとの間の距離が、前記第１間隔および前記第
２間隔と異なる、
請求項１に記載の電子部品。
【請求項３】
　前記第１仮想線に沿って測定された前記１つの第１パッドと前記１つの第２パッドとの
間の距離は、前記第２間隔よりも大きい、
請求項２に記載の電子部品。
【請求項４】
　前記第２仮想線に沿って測定された前記３つ以上の第１パッドのうちの前記３つ以上の
第２パッドに最も近い１つの第１パッドと前記３つ以上の第２パッドのうちの前記３つ以
上の第１パッドに最も近い１つの第２パッドとの間の距離が、前記第３間隔および前記第
４間隔と異なる、
　請求項１に記載の電子部品。
【請求項５】
　前記第２仮想線に沿って測定された前記１つの第１パッドと前記１つの第２パッドとの
間の距離は、前記第４間隔よりも大きい、
　請求項４に記載の電子部品。
【請求項６】
　前記３つ以上の第１パッド及び前記３つ以上の第２パッドのそれぞれは、頂点が変形さ
れた平行四辺形状、台形状、または平行四辺形状を有する、
　請求項１に記載の電子部品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は電子部品、これを含む電子機器、及び電子機器のボンディング方法に関し、さら
に詳細には電気的結合の信頼性を向上させることができる電子部品、これを有する電子機
器、及び電子機器のボンディング方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
一般的に、電子機器は２つ以上の電子部品を含む。例えば、携帯電話機、ノートブック型
コンピューター、テレビジョンのような電子機器は映像を生成する電気光学パネル、メイ
ン配線基板、及びフレキシブル配線基板等を含む。
【０００３】
２つの電子部品は互いに電気的に結合される。パッド部の結合を通じて、前記２つの電子
部品は電気的に結合される。２つの電子部品のパッド部を電気的に結合する工程（以下、
ボンディング工程）は前記２つの電子部品のパッド部を整列及び結合させる段階を含む。
この結合させる段階は熱圧着ツール（ｔｏｏｌ）を利用する。
【０００４】
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２つの電子部品のパッド部は製造誤差によって設計寸法と異なる寸法を有してもよい。ま
た、ボンディング工程で発生された熱によって２つの電子部品は収縮又は膨脹していても
よい。上述したような理由から２つの電子部品の電気的結合の信頼性は低くなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第６１７２７３２号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００７／０１９５７６３号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００３／０１６０９２９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明の目的は製造時に発生したパッド部の数値誤差、ボンディングの時に発生したパッ
ド部の数値誤差を補償できるパッド部を具備する電子部品を提供することにある。本発明
の他の目的は電気的結合の信頼性が向上された電子機器を提供することにある。本発明の
その他の目的は電気的結合の信頼性が向上された電子機器のボンディング方法を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明の一実施形態に係る電子機器は電気的に結合された第１電子部品及び第２電子部品
を含む。前記第１電子部品と前記第２電子部品とは電気的に結合されるパッド部を各々含
む。
【０００８】
前記パッド部の中でいずれか１つは、少なくとも１つのパッド行を含む。前記パッド行は
、第１方向に配列された複数のパッドを含む。前記複数のパッドは、各々の延長線に沿っ
て延長された形状を有する。前記複数のパッドは、複数の第１パッド及び複数の第２パッ
ドを含む。前記複数の第１パッドの延長線は、第１地点に実質的に収斂し、前記複数の第
２パッドの延長線は、前記第１地点と異なる第２地点に実質的に収斂する。
【０００９】
前記複数の第１パッド及び前記複数の第２パッドは、第１方向軸とそれぞれ異なる夾角を
有するように前記第１方向軸に対して傾く。前記複数の第１パッドは、第１ピッチを有し
、前記第２パッドは、前記第１ピッチと異なる第２ピッチを有する。
【００１０】
前記パッド部の各々は、複数のパッド行を含んでもよい。前記パッド部の中でいずれか１
つは、第１パッド行と第２パッド行とを含む。前記第１パッド行のパッドは、延長線が第
１地点に実質的に収斂する第１パッド及び延長線が前記第１地点と異なる第２地点に実質
的に収斂する第２パッドを含む。前記第２パッド行のパッドは、延長線が第３地点に実質
的に収斂する第３パッド及び延長線が前記第３地点と異なる第４地点に実質的に収斂する
第４パッドを含む。
【００１１】
前記第１電子部品と前記第２電子部品との中でいずれか１つは、フレキシブル配線基板を
含んでもよい。前記フレキシブル配線基板は、前記第１パッド行、前記第２パッド行を含
んでもよい。
【００１２】
前記フレキシブル配線基板は、前記第１パッド行のパッド及び前記第２パッド行のパッド
が配置される絶縁層、前記絶縁層の一面上に配置され、前記第１パッド行のパッド及び前
記第２パッド行のパッドに結合された第１配線、及び前記絶縁層の他面上に配置され、前
記絶縁層に定義された第１貫通ホールを通じて前記第１配線一部と結合された第２配線を
含む。
【００１３】
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前記フレキシブル配線基板は、前記絶縁層の前記一面上に配置され、前記第１配線と離隔
された第３配線をさらに含んでもよい。前記第３配線は、前記絶縁層に定義された第２貫
通ホールを通じて前記第２配線に結合される。
【００１４】
前記第２配線の各々は、前記第１貫通ホール対応する第１貫通ホールに重畳するランド部
及び前記ランド部に結合された配線部を含む。前記ランド部は、前記対応する第１貫通ホ
ールから前記配線部に隣接するほど、幅が減少する形状を有してもよい。
【００１５】
前記フレキシブル配線基板は、前記第１パッド行と前記第２パッド行との間に配置された
ダミーパッドをさらに含んでもよい。前記ダミーパッドは、前記第１パッド行のパッド又
は前記第２パッド行のパッドの中でいずれか１つのパッドと同一の層上に配置されてもよ
い。
【００１６】
本発明の一実施形態に係る電子機器のボンディング方法は、前記第１電子部品のパッド部
と前記第２電子部品のパッド部戸を整列する段階と、前記第１電子部品の前記パッド部と
前記第２電子部品の前記パッド部とのｘ軸変位誤差値を算出する段階と、前記ｘ軸変位誤
差値が基準値より大きければ、前記ｘ軸変位誤差値に基づいてｙ軸補正値を算出する段階
と，前記ｙ軸補正値に基づいて前記第１電子部品の前記パッド部と前記第２電子部品の前
記パッド部との中で少なくとも１つの軸変位を補正する段階と、を含む。
【００１７】
前記ｘ軸変位誤差値が基準値以下であれば、ｙ軸変位を補正する段階は、省略され、前記
第１電子部品の前記パッド部と前記第２電子部品の前記パッド部とを結合する。
【発明の効果】
【００１８】
第１電子部品のパッド部と前記第２電子部品のパッド部とは上述した１つのパッド行を各
々含んでもよい。第１パッドと第２パッドとが第１方向軸にそれぞれ異なる夾角（ｂｅｔ
ｗｅｅｎ－ａｎｇｌｅｓ）をなすことによって、第１パッドの延長線と第２パッドの延長
線とがそれぞれ異なる地点に収斂する。第１電子部品のパッド部及び／又は第２電子部品
のパッド部が製造の時に発生した数値誤差を有しても第１電子部品のパッド部と第２電子
部品のパッド部との電気的結合の信頼性が向上する。
【００１９】
第１電子部品のパッドに結合する第２電子部品の第１パッドと第２パッドとはそれぞれ異
なるピッチを有してもよい。第２電子部品のパッド部にボンディング工程による数値誤差
が発生しても、第１電子部品のパッド部と第２電子部品のパッド部との電気的結合の信頼
性が向上する。
【００２０】
第１電子部品のパッド部と第２電子部品のパッド部との各々は複数のパッド行を含んでも
よい。したがって、狭い面積内に複数のパッドを配置させることができる。
【００２１】
第２電子部品はフレキシブル配線基板であってもよい。フレキシブル配線基板は複数の配
線を含む。複数の配線一部はランド部と配線部とを含む。ランド部が配線部に隣接するほ
ど、幅が減少する形状を有することによって、フレキシブル配線基板がベンディングされ
る時、ランド部と配線部との境界に印加される応力を減少させることができる。したがっ
て、フレキシブル配線基板がベンディングされる時、配線に発生する亀裂（クラック）を
防止することができる。
【００２２】
フレキシブル配線基板はパッド行とパッド行との間に配置されたダミーパッドをさらに含
む。ダミーパッドは導電性接着フィルムとフレキシブル配線基板の絶縁層との間隔を維持
させる。これにより、導電性接着フィルムと絶縁層との間の浮きあがり不良（Ｌｉｆｔ　
ｄｅｆｅｃｔ）は防止できる。
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【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施形態に係る電子機器を示した平面図である。
【図２】図１のＩ－Ｉ’に沿う断面図である。
【図３Ａ】本発明の一実施形態に係る第２電子部品の側面図である。
【図３Ｂ】本発明の一実施形態に係る第２電子部品の平面図である。
【図４Ａ】図１に示した２つの電子部品の分離されたパッド部を示した平面図である。
【図４Ｂ】図１に示した２つの電子部品の結合されたパッド部を示した平面図である。
【図４Ｃ】図４Ｂに示したＩＩ－ＩＩ’に沿う断面図である。
【図５Ａ】本発明の一実施形態に係る第１電子部品のパッド部を示した平面図である。
【図５Ｂ】本発明の一実施形態に係る第１電子部品のパッド部を示した平面図である。
【図５Ｃ】本発明の一実施形態に係る第１電子部品のパッド部を示した平面図である。
【図５Ｄ】本発明の一実施形態に係る第１電子部品のパッド部を示した平面図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る第１電子部品のパッド部を示した平面図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る第１電子部品のパッド部を示した平面図である。
【図８】本発明の一実施形態に係る第１電子部品のパッド部を示した平面図である。
【図９】本発明の一実施形態に係る第１電子部品のパッド部を示した平面図である。
【図１０】本発明の一実施形態に係る第１電子部品のパッド部を示した平面図である。
【図１１】本発明の一実施形態に係る第１電子部品のパッド部を示した平面図である。
【図１２】本発明の一実施形態に係る電子部品の結合されたパッド部を示した平面図であ
る。
【図１３】本発明の一実施形態に係る電子機器のボンディング工程を示したフローチャー
トである。
【図１４Ａ】本発明の一実施形態に係るボンディング工程の中で整列段階を示した平面図
である。
【図１４Ｂ】本発明の一実施形態に係るボンディング工程の中でｙ軸補正段階を示した平
面図である。
【図１４Ｃ】本発明の一実施形態に係るボンディング工程の中で結合段階を示した平面図
である。
【図１５】本発明の一実施形態に係るボンディング工程が完了した電子機器のパッド部を
示した平面図である。
【図１６Ａ】本発明の一実施形態に係る２つの電子部品の分離されたパッド部を示した平
面図である。
【図１６Ｂ】本発明の一実施形態に係る２つの電子部品の結合されたパッド部を示した平
面図である。
【図１７Ａ】本発明の一実施形態に係る第１電子部品のパッド部を示した平面図である。
【図１７Ｂ】本発明の一実施形態に係る第１電子部品のパッド部を示した平面図である。
【図１８】本発明の一実施形態に係る第１電子部品のパッド部を示した平面図である。
【図１９】本発明の一実施形態に係る第１電子部品のパッド部を示した平面図である。
【図２０】本発明の一実施形態に係る第１電子部品のパッド部を示した平面図である。
【図２１】本発明の一実施形態に係る第１電子部品のパッド部を示した平面図である。
【図２２】本発明の一実施形態に係る第１電子部品のパッド部を示した平面図である。
【図２３】本発明の一実施形態に係る第１電子部品のパッド部を示した平面図である。
【図２４Ａ】本発明の一実施形態に係る第２電子部品の側面図である。
【図２４Ｂ】本発明の一実施形態に係る第２電子部品の第１平面図である。
【図２４Ｃ】本発明の一実施形態に係る第２電子部品の第２平面図である。
【図２５Ａ】図２４Ｂ及び図２４Ｃに示した第１切断線に沿う断面図である。
【図２５Ｂ】図２４Ｂ及び図２４Ｃに示した第２切断線に沿う断面図である。
【図２６Ａ】図２４Ｂ及び図２４Ｃに示した配線を部分的に拡大した図面である。
【図２６Ｂ】図２４Ｂ及び図２４Ｃに示した配線を部分的に拡大した図面である。
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【図２６Ｃ】図２４Ｂ及び図２４Ｃに示した配線を部分的に拡大した図面である。
【図２６Ｄ】図２４Ｂ及び図２４Ｃに示した配線を部分的に拡大した図面である。
【図２６Ｅ】図２４Ｂ及び図２４Ｃに示した配線を部分的に拡大した図面である。
【図２７Ａ】本発明の一実施形態に係る第２電子部品の平面図である。
【図２７Ｂ】図２７Ａに示した第３切断線に沿う断面図である。
【図２８Ａ】本発明の一実施形態に係る第２電子部品の平面図である。
【図２８Ｂ】図２８Ａの第１ダミーパッドを示した平面図である。
【図２８Ｃ】図２８Ａの第２ダミーパッドを示した平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
本発明は多様な変更を加えることができ、様々な形態を有してもよいので、特定の実施形
態を図面に例示し、本文で詳細に説明する。しかし、これは本発明を特定の開示形態に限
定しようとする意図ではなく、本発明の思想及び技術範囲に含まれる全ての変更、均等物
乃至代替物を含むものとして理解する必要がある。
【００２５】
各図面の説明においては、類似な参照符号は類似な構成要素について使用した。添付され
た図面において、寸法は本発明を明確に説明するために実際より拡大して示したことであ
る。第１、第２等の用語は多様な構成要素を説明するために使用されるが、構成要素は用
語によって限定されない。用語は１つの構成要素を他の構成要素から区別する目的のみに
使用される。例えば、本発明の権利範囲を逸脱しなくて第１構成要素は第２構成要素と称
され、類似に第２構成要素も第１構成要素と称される。単数の表現は文脈の上に明確に異
なるように意味しない限り、複数の表現を含む。
【００２６】
本出願で、“含む”又は“有する”等の用語は明細書上に記載された特徴、数字、段階、
動作、構成要素、部品又はこれらを組合したことが存在することを指定しようとすること
であるが、１つ又はその以上の他の特徴や数字、段階、動作、構成要素、部分品又はこれ
らを組合したことの存在又は付加可能性を予め排除しないこととして理解しなければなら
ない。また、層、膜、領域、板等の部分が他の部分“上に”あるとする場合、これは他の
部分“直ちに上に”にある場合のみでなく、その中間にその他の部分がある場合も含む。
反対に層、膜、領域、板等の部分が他の部分“下に”あるとする場合、これは他の部分“
直ちに下に”にある場合のみでなく、その中間にその他の部分がある場合も含む。以下、
添付した図面を参照して本発明の望ましい実施形態をより詳細に説明する。
【００２７】
図１は本発明の一実施形態に係る電子機器を示した平面図であり、図２は図１のＩ－Ｉ’
に沿う断面図である。図３Ａは本発明の一実施形態に係る本発明の一実施形態に係る第２
電子部品の側面図であり、図３Ｂは本発明の一実施形態に係る本発明の一実施形態に係る
第２電子部品の平面図である。
【００２８】
本発明の一実施形態に係る本発明の一実施形態に係る電子機器１００は第１乃至第３電子
部品１１０、１２０、１３０を含む（図１及び図２）。第１乃至第３電子部品１１０、１
２０、１３０は電気的に結合される。本実施形態で、第１電子部品１１０は電気光学パネ
ルであり、第２電子部品１２０は結合配線基板であり、第３電子部品１３０はメイン回路
基板である。本実施形態は３つの第２電子部品１２０を含む電子機器１００を例示的に図
示したが、本発明はこれに制限されない。用途又は大きさによって電子機器１００は１つ
以上の第２電子部品１２０を含んでもよい。
【００２９】
図１に示したように、電気光学パネル１１０（以下、表示パネル）は複数の画素ＰＸに駆
動信号を印加することによって望む映像を表示する表示パネルである。複数の画素ＰＸは
交差（たとえば、直交）する第１方向軸Ａ１と第２方向軸Ａ２とに沿ってマトリックス形
態に配置される。本発明の一実施形態で、画素ＰＸはレッドカラーＲ、グリーンカラーＧ
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及びブルーカラーＢを各々表示する第１乃至第３画素を含む。本発明の一実施形態で、複
数の画素ＰＸはホワイト、シアン、マゼンタを各々表示する画素（図示せず）の中の少な
くとも１つを含む。複数の画素ＰＸは表示パネル１１０の表示部として定義される。
【００３０】
複数の画素ＰＸの種類にしたがって表示パネル１１０は液晶表示パネル、有機発光表示パ
ネル、エレクトロ・ウェッティング表示パネル等に区分される。本実施形態で表示パネル
１１０は有機発光表示パネルである。
【００３１】
平面上で、表示パネル１１０は複数の画素ＰＸが配置された表示領域ＤＡ、表示領域ＤＡ
を囲む非表示領域ＢＡ、及び第２電子部品１２０が結合される実装領域ＭＡに区分される
。本発明の一実施形態で、非表示領域ＢＡと実装領域ＭＡとは区分されないこともあり得
る。非表示領域ＢＡは省略されるか、或いは実装領域ＭＡは非表示領域ＢＡの一部分であ
ってもよい。
【００３２】
図２に示したように、表示パネル１１０は表示基板１１２、表示基板１１２上に配置され
た表示素子層１１４、及び表示素子層１１４上に配置された封止層１１６を含む。表示基
板１１２はベース基板、及びベース基板上に配置された複数の絶縁層、機能層、導電層を
含む。導電層はゲート配線（図示せず）、データ配線（図示せず）、及びその他の信号配
線を含む。また、導電層は配線に結合されたパッド部（図示せず）を含む。配線は複数の
画素ＰＸに駆動信号を提供する。
【００３３】
表示素子層１１４は複数の画素ＰＸを構成する複数の絶縁層、機能層、導電層を含む。機
能層は有機発光層を含む。封止層１１６は表示素子層１１４上に配置される。封止層１１
６は表示素子層１１４を保護する。具体的に図示しなかったが、本発明の一実施形態で、
封止層１１６は表示素子層１１４の側面までカバーすることができる。また、表示パネル
１１０の種類にしたがって封止層１１６は省略されるか、或いはその他の表示基板に代替
されてもよい。
【００３４】
非表示領域ＢＡには光を遮断するブラックマトリックス（図示せず）が配置される。非表
示領域ＢＡには複数の画素ＰＸにゲート信号を供給するためのゲート駆動回路（図示せず
）が具備される。本発明の一実施形態で非表示領域ＢＡにはデータ駆動回路（図示せず）
がさらに具備されてもよい。実装領域ＭＡには第２電子部品１２０から供給される信号を
受信するためのパッド部（図示せず）が配置される。
【００３５】
図１及び図２に示したように、第２電子部品１２０はフレキシブル配線基板１２２及びデ
ータ駆動回路１２５を含む。データ駆動回路１２５は少なくとも１つの駆動チップを含む
。データ駆動回路１２５はフレキシブル配線基板１２２の配線に電気的に結合される。
【００３６】
第２電子部品１２０がデータ駆動回路１２５を含む場合、表示パネル１１０のパッド部（
図示せず）はデータ配線に電気的に結合されるデータパッド及び制御信号配線と電気的に
結合される制御信号パッドを含む。データ配線は画素ＰＸに結合され、制御信号配線はゲ
ート駆動回路に結合される。本実施形態で第２電子部品１２０はチップオンフィルム（Ｃ
ｈｉｐ　Ｏｎ　Ｆｉｌｍ）構造を図示したが、これに制限されない。
【００３７】
図３Ａ及び図３Ｂを参照して、第２電子部品１２０について詳細に説明する。フレキシブ
ル配線基板１２２は絶縁層（図示せず）、複数のパッドＣＰＤ、ＩＰＤ－１２０、ＯＰＤ
－１２０、及び複数の配線ＳＬ－１２０を含む。複数のパッドＣＰＤ、ＩＰＤ－１２０、
ＯＰＤ－１２０、及び複数の配線ＳＬ－１２０は絶縁層上に配置される。絶縁層はポリイ
ミドを含む。
【００３８】
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複数のパッドＣＰＤ、ＩＰＤ－１２０、ＯＰＤ－１２０はデータ駆動回路１２５の接続端
子（図示せず）に接続される接続パッドＣＰＤ、第３電子部品１３０に接続される入力パ
ッドＩＰＤ－１２０、及び表示パネル１１０に接続される出力パッドＯＰＤ－１２０を含
む。入力パッドＩＰＤ－１２０はフレキシブル配線基板１２２の一側に配置された入力パ
ッド部ＩＰＰ－１２０として定義され、出力パッドＯＰＤ－１２０はフレキシブル配線基
板１２２の他側に配置された出力パッド部ＯＰＰ－１２０として定義される。本実施形態
で接続パッドＣＰＤはデータ駆動回路１２５の両側に重畳するように整列されてあるが、
図３Ｂに図示したことと異なりに接続パッドＣＰＤはデータ駆動回路１２５の接続端子に
対応するようにランダムに配列されてもよい。
【００３９】
本実施形態で１つのパッド行を含む入力パッド部ＩＰＰ－１２０及び出力パッド部ＯＰＰ
－１２０を例示的に図示した。パッド行は第１方向軸Ａ１に沿って配列された複数のパッ
ドを含む。本発明の一実施形態で、入力パッド部ＩＰＰ－１２０及び出力パッド部ＯＰＰ
－１２０の各々は複数のパッド行を含んでもよい。
【００４０】
配線ＳＬ－１２０の中で一部は接続パッドＣＰＤと入力パッドＩＰＤ－１２０とを結合し
、他の一部は接続パッドＣＰＤと出力パッドＯＰＤ－１２０とを結合する。図示しなかっ
たが、配線ＳＬ－１２０は入力パッドＩＰＤ－１２０の中で一部と出力パッドＯＰＤ－１
２０の中で一部とを直接結合してもよい。
【００４１】
フレキシブル配線基板１２２は絶縁層上に配置されて少なくとも複数の配線ＳＬ－１２０
をカバーするソルダレジスト層をさらに含む。ソルダレジスト層は複数のパッドＣＰＤ、
ＩＰＤ－１２０、ＯＰＤ－１２０の周辺をさらにカバーするが、少なくとも複数のパッド
ＣＰＤ、ＩＰＤ－１２０、ＯＰＤ－１２０の各々を露出させる。ソルダレジスト層には複
数のパッドＣＰＤ、ＩＰＤ－１２０、ＯＰＤ－１２０に対応する開口部が形成される。
【００４２】
また、フレキシブル配線基板１２２は後述するボンディング工程の時に利用されるアライ
メントマークＡＭ２、ＡＭ２０を含む。図３Ｂには複数のパッドＣＰＤ、ＩＰＤ－１２０
、ＯＰＤ－１２０と離隔された４つの第１アライメントマークＡＭ２と入力パッドＩＰＤ
－１２０と出力パッドＯＰＤ－１２０に結合された４つの第２アライメントマークＡＭ２
０とを例示的に図示した。第１及び第２アライメントマークＡＭ２、ＡＭ２０の中でいず
れか１つ以上は省略されてもよい。
【００４３】
本発明の一実施形態で、入力パッドＩＰＤ－１２０及び出力パッドＯＰＤ－１２０が露出
された面はフレキシブル配線基板１２２の結合面ＣＳとして定義され、結合面に対向する
面は非結合面ＮＣＳとして定義される。データ駆動回路１２５は結合面ＣＳ上に配置され
るように図示しているが、これに限定されず、データ駆動回路１２５は非結合面ＮＣＳ上
に配置されてもよい。
【００４４】
図１及び図２を参照すれば、第３電子部品１３０は表示パネル１１０又はデータ駆動回路
１２５に映像データ、制御信号、電源電圧等を提供する。第３電子部品１３０はフレキシ
ブル配線基板１２２と異なる配線基板として能動素子及び受動素子を含む。第３電子部品
１３０はフレキシブル配線基板又はリジッド配線基板としてフレキシブル配線基板１２２
に結合されるパッド部（図示せず）を含む。
【００４５】
図１乃至図３Ｂを参照すれば、フレキシブル配線基板１２２の出力パッド部ＯＰＰ－１２
０と表示パネル１１０のパッド部とは導電性接着フィルム１４０によって電気的に結合さ
れる。フレキシブル配線基板１２２の入力パッド部ＩＰＰ－１２０と第３電子部品１３０
のパッド部とは、また導電性接着フィルム１４０によって電気的に結合される。導電性接
着フィルム１４０としては異方性導電フィルム（Ａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃ　Ｃｏｎｄｕｃ
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ｔｉｖｅ　Ｆｉｌｍ：ＡＣＦ）であってもよい。本発明の一実施形態で、ソルダーバンプ
が導電性接着フィルム１４０を代替してもよい。
【００４６】
表示パネル１１０のパッド部はフレキシブル配線基板１２２の出力パッドＯＰＤ－１２０
に対応するパッドを含む。また、第３電子部品１３０のパッド部はフレキシブル配線基板
１２２の入力パッドＩＰＤ－１２０に対応するパッドを含む。
【００４７】
以下、表示パネル１１０のパッド部とフレキシブル配線基板１２２の出力パッド部ＯＰＰ
－１２０とを参照して第１乃至第３電子部品１１０、１２０、１３０の電気的結合構造を
さらに具体的に説明する。第２電子部品１２０と第３電子部品１３０との電気的結合構造
は後述する表示パネル１１０のパッド部とフレキシブル配線基板１２２の出力パッド部Ｏ
ＰＰ－１２０との電気的結合構造に対応する。また、本実施形態による電子機器１００は
第１乃至第３電子部品１１０、１２０、１３０を含むことと説明されたが、本発明の一実
施形態によれば、第１電子部品１１０及び第３電子部品１３０の中でいずれか１つが省略
されてもよい。
【００４８】
図４Ａは図１に図示した２つの電子部品の分離されたパッド部を示した平面図である。図
４Ｂは図１に図示した２つの電子部品の結合されたパッド部を示した平面図である。図４
Ｃは図４Ｂに図示したＩＩ－ＩＩ’に沿う断面図である。
【００４９】
図４Ａに示したように、表示パネル１１０はフレキシブル配線基板１２２の出力パッド部
ＯＰＰ－１２０に対応する入力パッド部ＩＰＰ－１１０を含む。入力パッド部ＩＰＰ－１
１０はフレキシブル配線基板１２２の出力パッドＯＰＤ－１２０に対応する入力パッドＩ
ＰＤ－１１０を含む。本実施形態で、入力パッドＩＰＤ－１１０と出力パッドＯＰＤ－１
２０とは１：１対応されることと図示したが、これに制限されない。本発明の他の実施形
態で、入力パッド部ＩＰＰ－１１０と出力パッド部ＯＰＰ－１２０とはそれぞれ異なる個
数のパッド及びそれぞれ異なる個数のパッド行を含んでもよい。
【００５０】
表示パネル１１０はフレキシブル配線基板１２２の第１及び第２アライメントマークＡＭ
２、ＡＭ２０に対応する第１及び第２アライメントマークＡＭ１、ＡＭ１０を含む。第１
及び第２アライメントマークＡＭ１、ＡＭ１０の中でいずれか１つは省略されてもよい。
【００５１】
図４Ｂに示したように、フレキシブル配線基板１２２の出力パッドＯＰＤ－１２０と表示
パネル１１０の入力パッドＩＰＤ－１１０とは電気的に結合される。フレキシブル配線基
板１２２の第１及び第２アライメントマークＡＭ２、ＡＭ２０と表示パネル１１０の第１
及び第２アライメントマークＡＭ１、ＡＭ１０とを利用して出力パッド部ＯＰＰ－１２０
と入力パッド部ＩＰＰ－１１０とを整列させ、第２方向軸Ａ２に沿ってアライメント補正
を実施する。以後、ツール（ｔｏｏｌ）を利用して導電性接着フィルム１４０を介して出
力パッドＯＰＤ－１２０と入力パッドＩＰＤ－１１０とを結合させる。
【００５２】
図４Ｂでは説明を簡単にするため出力パッドＯＰＤ－１２０と入力パッドＩＰＤ－１１０
との対応するパッドが完全に重畳することと図示した。これに制限されなく、製造の時に
発生した数値誤差又はボンディングの時に発生した数値誤差によって出力パッドＯＰＤ－
１２０と入力パッドＩＰＤ－１１０との対応するパッドは部分的に非重畳されてもよい。
これについての詳細な説明は後述する。
【００５３】
図４Ｃに示したように、表示パネル１１０のベース基板１１０－ＢＳ上に信号配線ＳＬ－
１１０が配置される。ベース基板１１０－ＢＳ上に絶縁層１１０－ＩＬが配置される。絶
縁層１１０－ＩＬはバリアー層、パッシベーション層を含む。入力パッドＩＰＤ－１１０
は絶縁層１１０－ＩＬ上に配置され、絶縁層１１０－ＩＬに定義された貫通ホール１１０
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－ＩＬＯＰを通じて信号配線ＳＬ－１１０に結合される。
【００５４】
フレキシブル配線基板１２２の絶縁層１２０－ＩＬ上に配線ＳＬ－１２０（図４Ｂ参照）
及び配線ＳＬ－１２０に結合された出力パッドＯＰＤ－１２０が配置される。配線ＳＬ－
１２０と出力パッドＯＰＤ－１２０とは同一の層上に配置されてもよい。本発明の一実施
形態で、配線ＳＬ－１２０と出力パッドＯＰＤ－１２０とはその他の絶縁層を介して他の
層上に配置されてもよい。この時、配線ＳＬ－１２０と出力パッドＯＰＤ－１２０とはそ
の他の絶縁層に形成された貫通ホールを通じて結合される。
【００５５】
絶縁層１２０－ＩＬ上にソルダレジスト層１２０－ＳＲが配置される。出力パッドＯＰＤ
－１２０はソルダレジスト層１２０－ＳＲに形成された貫通ホール１２０－ＳＲＯＰを通
じて露出される。本発明の一実施形態で、ソルダレジスト層１２０－ＳＲは配線ＳＬ－１
２０のみをカバーし、出力パッドＯＰＤ－１２０はカバーしなくともよい。
【００５６】
導電性接着フィルム１４０を通じて出力パッドＯＰＤ－１２０と入力パッドＩＰＤ－１１
０とが電気的に結合される。図示しなかったが、導電性接着フィルム１４０に含まれた複
数の導電ボールを通じて複数の出力パッドＯＰＤ－１２０と複数の入力パッドＩＰＤ－１
１０との中で対応する出力パッドと入力パッドとが各々電気的に結合されてもよい。
【００５７】
図４Ｂに示したように、フレキシブル配線基板１２２の第１及び第２アライメントマーク
ＡＭ２、ＡＭ２０と表示パネル１１０の第１及び第２アライメントマークＡＭ１、ＡＭ１
０とが第２方向軸Ａ２に沿って非整列されたことはボンディング工程の中で第２方向軸Ａ
２に沿ってアライメント補正を実施したためである。アライメント補正によって出力パッ
ドＯＰＤ－１２０と入力パッドＩＰＤ－１１０との中で対応する出力パッドと入力パッド
との結合面積（重畳面積）は増加する。アライメント補正によって結合面積が増加するこ
とは後述するように、出力パッドＯＰＤ－１２０と入力パッドＩＰＤ－１１０とが第１方
向軸Ａ１に対して傾いた方向に延長された形状を有するためである。これについての詳細
な説明は後述する。
【００５８】
上述したボンディング工程の中でツールを利用する結合段階で、ツールから放出された熱
によって出力パッド部ＯＰＰ－１２０と入力パッド部ＩＰＰ－１１０とは第１方向軸Ａ１
に沿って膨脹されてもよい。出力パッド部ＯＰＰ－１２０と入力パッド部ＩＰＰ－１１０
とはそれぞれ異なる比率に膨脹されてもよい。また、出力パッド部ＯＰＰ－１２０と入力
パッド部ＩＰＰ－１１０との各々は第１方向軸Ａ１に沿う位置にしたがってそれぞれ異な
る比率に膨脹されてもよい。
【００５９】
本実施形態によれば、結合段階で出力パッド部ＯＰＰ－１２０と入力パッド部ＩＰＰ－１
１０とが第１方向軸Ａ１に沿って膨脹されても、対応する出力パッドと入力パッドとは第
１方向軸Ａ１に沿う位置に関わらず、所定の結合面積（重畳面積）を有する。これは後述
するように、出力パッドＯＰＤ－１２０及び入力パッドＩＰＤ－１１０の中で少なくとも
いずれか１つのパッドは第１方向軸Ａ１に沿ってそれぞれ異なるピッチを有するパッド群
を含むからである。これについての詳細な説明は後述する。
【００６０】
図５Ａ乃至図５Ｄは本発明の一実施形態に係る本発明の一実施形態に係る第１電子部品の
パッド部を示した平面図である。図５Ｂは図５Ａに図示した延長線の一部のみを図示した
。図５Ｃは第１パッドと第２パッドとを図示し、図５Ｄは多様なパッド形状を図示した。
【００６１】
図５Ａ及び図５Ｂに示したように、表示パネル１１０の入力パッド部ＩＰＰ－１１０は第
１方向軸Ａ１に沿って配列された複数の入力パッドを含む。入力パッド部ＩＰＰ－１１０
は中心線ＲＬを基準に左側に配置された第１パッド群ＰＧ１及び第２パッド群ＰＧ２、及
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び右側に配置された第３パッド群ＰＧ３及び第４パッド群ＰＧ４を含む。中心線ＲＬは第
２方向軸Ａ２と平行になる仮想軸に入力パッド部ＩＰＰ－１１０の第１方向軸Ａ１に沿う
中心に配置される。入力パッド部ＩＰＰ－１１０は中心線ＲＬに重畳し、平行な基準パッ
ドＲＰＤをさらに含む。
【００６２】
本実施形態で、第１パッド群ＰＧ１と第３パッド群ＰＧ３とは中心線ＲＬを基準に対称で
あり、第２パッド群ＰＧ２と第４パッド群ＰＧ４とは中心線ＲＬを基準に対称である。但
し、本発明はこれに制限されなく、第３パッド群ＰＧ３は第１パッド群ＰＧ１と異なる配
列のパッドを含み、第４パッド群ＰＧ４は第２パッド群ＰＧ２と異なる配列のパッドを含
んでもよい。また、第１パッド群ＰＧ１と第３パッド群ＰＧ３は中心線ＲＬを基準に対称
的な配列をなすが、パッドの個数は異なってもよい。また、第２パッド群ＰＧ２と第４パ
ッド群ＰＧ４とは中心線ＲＬを基準に対称的な配列をなすが、パッドの個数は異なっても
よい。
【００６３】
入力パッド部ＩＰＰ－１１０は２つ、３つ、又は５つ以上のパッド群を含んでもよいが、
本実施形態では説明を簡単にするために４つのパッド群（即ち、第１乃至第４パッド群Ｐ
Ｇ１、ＰＧ２、ＰＧ３、ＰＧ４を含む入力パッド部ＩＰＰ－１１０を一例として図示した
。第１パッド群ＰＧ１は複数の第１パッドＰＤ１を含み、第２パッド群ＰＧ２は複数の第
２パッドＰＤ２を含む。また、第３パッド群ＰＧ３は複数の第３パッドＰＤ３を含み、第
４パッド群ＰＧ４は複数の第４パッドＰＤ４を含む。３つのパッドを各々含む第１乃至第
４パッド群ＰＧ１、ＰＧ２、ＰＧ３、ＰＧ４を例示的に図示した。実質的に第１乃至第４
パッドＰＤ１、ＰＤ２、ＰＤ３、ＰＤ４は図４Ａ及び図４Ｂに図示した入力パッドＩＰＤ
－１１０である。
【００６４】
複数の第１パッドＰＤ１、複数の第２パッドＰＤ２、複数の第３パッドＰＤ３、及び複数
の第４パッドＰＤ４の各々は中心線ＲＬ及び第１方向軸Ａ１と交差する方向に延長された
形状を有する。図５Ａには複数の第１パッドＰＤ１の延長された方向を示す延長線Ｌ１（
以下、複数の第１線）、複数の第２パッドＰＤ２の延長された方向を示す延長線Ｌ２（以
下、複数の第２線）、複数の第３パッドＰＤ３の延長された方向を示す延長線Ｌ３（以下
、複数の第３線）、及び複数の第４パッドＰＤ４の延長された方向を示す延長線Ｌ４（以
下、複数の第４線）が図示した。
【００６５】
第１線Ｌ１は複数の第１パッドＰＤ１と同一の条件で定義される。例えば、第１線Ｌ１の
各々は対応する第１パッドＰＤ１の面積を２等分する線として定義される。第１パッドＰ
Ｄ１が平行四辺形状を有する時、第１線Ｌ１の各々は対応する第１パッドＰＤ１の面積を
２等分し、長辺と平行な線として定義される。第１パッドＰＤ１が平行四辺形状を有する
時、第１線Ｌ１の各々は対応する第１パッドＰＤ１の面積を２等分する対角線、又は対角
線と平行になる線として定義される。
【００６６】
第１線Ｌ１が定義されたのと同様に、第２線Ｌ２は複数の第２パッドＰＤ２に対して定義
され、第３線Ｌ３は複数の第３パッドＰＤ３に対して同様に定義され、第４線Ｌ４は複数
の第４パッドＰＤ４に対して同様に定義される。
【００６７】
第１線Ｌ１は第１地点Ｐ１に収斂し、第２線Ｌ２は第２地点Ｐ２に収斂する。第１地点Ｐ
１は中心線ＲＬ上に位置し、第２地点Ｐ２は中心線ＲＬの外に位置する。
【００６８】
第３線Ｌ３は第３地点Ｐ３に収斂し、第４線Ｌ４は第４地点Ｐ４に収斂する。第１地点Ｐ
１と第３地点Ｐ３とは同一の位置にある。第４地点Ｐ４は中心線ＲＬを基準に第２地点Ｐ
２に対称である地点に位置する。
【００６９】
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複数の第１線Ｌ１、複数の第２線Ｌ２、複数の第３線Ｌ３、及び複数の第４線Ｌ４は中心
線ＲＬと所定の夾角をなす。複数の第１線Ｌ１と中心線ＲＬとがなす夾角はそれぞれ異な
り、複数の第２線Ｌ２と中心線ＲＬとがなす夾角はそれぞれ異なる。
【００７０】
図５Ｂには複数の第１パッドＰＤ１の中で中心線ＲＬから最も外側に配置された第１パッ
ド（以下、最外側の第１パッド）の第１線Ｌ１－１と中心線ＲＬとがなす夾角θ１１及び
複数の第２パッドＰＤ２の中で中心線ＲＬから最も外側に配置された第２パッド（最外側
の第２パッド）の第２線Ｌ２－１と中心線ＲＬとがなす夾角θ２１を図示した。
【００７１】
複数の第１パッドＰＤ１の中で第ｎ番目のパッドの第１線と中心線ＲＬとがなす夾角θ１
ｎは下の数式（１）を満足する。
【数１】

数式（１）中、ｎは２以上の自然数である。αは複数の第１パッドＰＤ１の第１線Ｌ１と
中心線ＲＬとがなす夾角の変化量（以下、第１夾角の変化量）である。後述するように、
αは複数の第１パッドＰＤ１のピッチ及び第１地点Ｐ１の位置によって決定される。
【００７２】
第１夾角の変化量αは複数の第１パッドＰＤ１の夾角を全て測定した後、その変化量を算
出する。また、第１夾角の変化量αは最外側の第１パッドの傾斜角と第ｎ番目の第１パッ
ドの傾斜角とを各々測定した後、その差異値を算出し、差異値を第１パッドの個数に分け
て平均変化量を算出することができる。図５Ｂには複数の第１パッドＰＤ１の中で最外側
の第１パッドの第１線Ｌ１－１と第１方向軸Ａ１とがなす夾角γ１１及び複数の第２パッ
ドＰＤ２の中で最外側の第２パッドの第２線Ｌ２－１と第１方向軸Ａ１とがなす夾角γ２
１を図示した。
【００７３】
複数の第１パッドＰＤ１の中で第ｎ番目のパッドの第１線と第１方向軸Ａ１とがなす夾角
γ１ｎは下の数式（２）を満足する。夾角γ１ｎは下の数２のみでなく、数１のようなタ
イプに表示すこともできる。即ち、最外側の第１パッドの第１線Ｌ１－１と第１方向軸Ａ
１とがなす夾角γ１１は９０－θ１１に表示することができる。
【数２】

【００７４】
複数の第２パッドＰＤ２の中で第ｍ番目のパッドの第２線と中心線ＲＬとがなす夾角θ２
ｍは下の数式（３）を満足する。

【数３】

数式（３）中、ｍは２以上の自然数である。βは複数の第２パッドＰＤ２の第２線Ｌ２と
中心線ＲＬとがなす夾角の変化量（以下、第２夾角の変化量）である。後述するように、
βは複数の第２パッドＰＤ２のピッチ及び第２地点Ｐ２の位置によって決定される。βは
αと同一であるか、或いは異なる。第２夾角の変化量βもやはり第１夾角の変化量αと同
一の方式に測定される。
【００７５】
また、第２パッド群ＰＧ２がＫ個の第２パッドを備える時、第Ｋ番目の第２パッドの第２
線と中心線ＲＬとがなす夾角は複数の第１パッドＰＤ１の中で最外側の第１パッドの第１
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線Ｌ１－１と中心線ＲＬとがなす夾角θ１１とそれぞれ異なり、下の数式（４）を満たす
。
【数４】

【００７６】
数式（５）のように第２パッド群ＰＧ２がＫ個の第２パッドを備える時、第Ｋ番目の第２
パッドの第２線と中心線ＲＬとがなす夾角は最外側第１パッドの第１線Ｌ１－１と基準軸
ＲＸとがなす夾角θ１１より大きい。第Ｋ番目の第２パッドは第２パッド第１パッド群Ｐ
Ｇ１に最も隣接するパッドである。

【数５】

【００７７】
図５Ｃを参照して第１パッドＰＤ１と第２パッドＰＤ２とについてさらに詳細に説明する
。第１パッドＰＤ１及び第２パッドＰＤ２の各々は第１方向軸Ａ１に沿う幅Ｗ１、Ｗ２が
均一な平行四辺形状を有する。第１パッドＰＤ１は同一の幅Ｗ１を有し、第２パッドＰＤ
２は同一の幅Ｗ２を有する。第１パッドＰＤ１の幅Ｗ１と第２パッドＰＤ２の幅Ｗ２とは
同一であるか、或いは異なる。
【００７８】
第１パッドＰＤ１及び第２パッドＰＤ２の中心線ＲＬ（図５Ａ及び図５Ｂ参照）に投影さ
れた長さは互いに同一である。複数の第１パッドＰＤ１の各々の延長線に沿って測定され
た長さと複数の第１パッドＰＤ１の各々のコサイン夾角（θ１ｎ、数１参照）の掛け算は
実質的に同一である。複数の第２パッドＰＤ２の各々の延長線に沿って測定された長さと
複数の第２パッドＰＤ２の各々のコサイン夾角（θ２ｍ、数３参照）の掛け算は実質的に
同一である。
【００７９】
図５Ａに示したように、第１線Ｌ１と第２線Ｌ２とがそれぞれ異なる第１地点Ｐ１と第２
地点Ｐ２とに収斂することは中心線ＲＬに対して傾いたパッドを含む第１パッド群ＰＧ１
及び第２パッド群ＰＧ２が不連続的であるためである。ここで、不連続的であるとうこと
は第１パッド群ＰＧ１及び第２パッド群ＰＧ２がそれぞれ異なるピッチを有することを意
味する。
【００８０】
第１パッド群ＰＧ１のピッチＰＴ１、ＰＴ１０は第１パッドＰＤ１の幅Ｗ１と隣接する第
１パッドＰＤ１との間の間隔Ｇ１、Ｇ１０の合計として定義される。第２パッド群ＰＧ２
のピッチＰＴ２、ＰＴ２０は第２パッドＰＤ２の幅Ｗ２と隣接する第２パッドＰＤ２との
間の間隔Ｇ２、Ｇ２０の合計として定義される。
【００８１】
第１パッド群ＰＧ１のピッチＰＴ１、ＰＴ１０は測定する位置によって異なる値を有する
。これは第１パッドＰＤ１間の間隔Ｇ１、Ｇ１０が第２方向軸Ａ２に沿って可変的である
ためである。本実施形態で第１パッドＰＤ１間の間隔Ｇ１、Ｇ１０は第１地点Ｐ１（図５
Ａ及び図５Ｂ参照）から遠くなるほど、増加する。
【００８２】
第２パッドＰＤ２間の間隔Ｇ２、Ｇ２０は第２地点Ｐ２（図５Ａ及び図５Ｂ参照）から遠
くなるほど、増加する。第１パッド群ＰＧ１のピッチＰＴ１、ＰＴ１０と同一の理由から
第２パッド群ＰＧ２のピッチＰＴ２、ＰＴ２０は測定する位置によって異なる値を有する
。第１パッド群ＰＧ１と第２パッド群ＰＧ２とはそれぞれ異なるピッチＰＴ１／ＰＴ１０
、ＰＴ２／ＰＴ２０を有する。第１パッド群ＰＧ１のピッチＰＴ１、ＰＴ１０と第２パッ
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ド群ＰＧ２のピッチＰＴ２、ＰＴ２０とは第１方向軸Ａ１と平行になる仮想線上で測定さ
れる。図５Ｃに示したようにそれぞれ異なる第１仮想線ＩＬ１と第２仮想線ＩＬ２との上
で第１パッド群ＰＧ１と第２パッド群ＰＧ２とのピッチＰＴ１／ＰＴ１０、ＰＴ２／ＰＴ
２０が測定される。
【００８３】
第１パッド群ＰＧ１は第１仮想線ＩＬ１上で測定された第１ピッチＰＴ１を有する。第１
パッド群ＰＧ１は第２仮想線ＩＬ２上で測定された第２ピッチＰＴ１０を有する。第２パ
ッド群ＰＧ２は第１仮想線ＩＬ１上で測定された第３ピッチＰＴ２を有する。第１パッド
群ＰＧ１は第２仮想線ＩＬ２上で測定された第４ピッチＰＴ２０を有する。
【００８４】
第１ピッチＰＴ１は第３ピッチＰＴ２より小さい。第２パッドＰＤ２の幅Ｗ２は第１パッ
ドＰＤ１の幅Ｗ１より大きい。この時、第１仮想線ＩＬ１上で測定された隣接する第２パ
ッドＰＤ２間の間隔Ｇ２は隣接する第１パッドＰＤ１間の間隔Ｇ１より大きいか、或いは
同一である。本発明の一実施形態で第２パッドＰＤ２の幅Ｗ２は第１パッドＰＤ１の幅Ｗ
１と同一であってもよい。この時、第１仮想線ＩＬ１上で測定された隣接する第２パッド
ＰＤ２間の間隔Ｇ２は隣接する第１パッドＰＤ１間の間隔Ｇ１より大きい。
【００８５】
第１パッド群ＰＧ１は第２パッド群ＰＧ２より小さいピッチを有する。第２仮想線ＩＬ２
上で測定された第２ピッチＰＴ１０は第４ピッチＰＴ２０より小さい。
【００８６】
仮想線ＩＬ１、ＩＬ２上で測定された第１パッド群ＰＧ１と第２パッド群ＰＧ２との間の
間隔Ｇ３、Ｇ３０は隣接する第１パッドＰＤ１間の間隔Ｇ１、Ｇ１０と異なる。仮想線Ｉ
Ｌ１、ＩＬ２上で測定された第１パッド群ＰＧ１と第２パッド群ＰＧ２との間の間隔Ｇ３
、Ｇ３０は隣接する第２パッドＰＤ２間の間隔Ｇ２、Ｇ２０と同一であるか、或いは異な
る。
【００８７】
別に図示しなかったが、入力パッド部ＩＰＰ－１１０は第２パッド部ＰＧ２の左側に配置
されたパッド部群（以下、左側パッド群）及び第４パッド部ＰＧ４の右側に配置されたパ
ッド群（以下、右側パッド群）をさらに含む。左側パッド群各々のパッドの延長線は特定
な地点に収斂する。左側パッド群の収斂点はそれぞれ異なる。左側パッド群はそれぞれ異
なるピッチを有する。左側パッド群のピッチは左側に行くほど、大きくなる。右側パッド
群は左側パッド群と中心線ＲＬを基準に対称である。
【００８８】
図５Ｄは多様なパッド形状を図示した。第１パッドＰＤ１及び第２パッドＰＤ２の各々は
平行四辺形状を有する。図５Ｄ（１）は長辺Ｌ－Ｌと短辺Ｌ－Ｓとが各々平行になる典型
的な平行四辺形状を図示した。図５Ｄ（２）のように、第１パッドＰＤ１及び第２パッド
ＰＤ２の各々は長辺Ｌ－Ｌが延長線Ｌと所定の夾角（σ）を有する非等辺台形又は等辺台
形状を有する。図５Ｄ（３）のように長辺Ｌ－Ｌの各々は２つの辺を含む。２つの辺は延
長線Ｌと同一であるか、或いは異なる所定の夾角（σ）を有する。
【００８９】
図５Ｄ（４）又は図５Ｄ（５）のように第１パッドＰＤ１及び第２パッドＰＤ２の各々は
頂点が変形された平行四辺形状を有することもある。第１パッドＰＤ１及び第２パッドＰ
Ｄ２の各々は長辺Ｌ－Ｌと短辺Ｌ－Ｓとが結合される頂点領域がテーパーされるか、或い
はラウンドされた平行四辺形状を有する。図５Ｄ（４）又は図５Ｄ（５）のようなパッド
の形状は典型的な平行四辺形状に設計された後、製造誤差によって発生する。
【００９０】
フレキシブル配線基板１２２の出力パッド部ＯＰＰ－１２０（図４Ａ及び図４ｂ参照）は
図５Ａ乃至図５Ｄを参照して説明した表示パネル１１０の入力パッド部ＩＰＰ－１１０の
パッドと同様に設計されたパッドを含む（図示せず）。
【００９１】
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また、具体的な設計値は異なるが、フレキシブル配線基板１２２の入力パッドＩＰＤ－１
２０は図５Ａ乃至図５Ｄを参照して説明した表示パネル１１０の入力パッド部ＩＰＰ－１
１０のパッドと類似な配列及び形状のパッドを含む。
【００９２】
図６乃至図１１は本発明の一実施形態に係る本発明の一実施形態に係る電子機器の第１電
子部品のパッド部を示した平面図である。以下、図６乃至図１１を参照して本発明の一実
施形態に係る本発明の一実施形態に係る第１電子部品のパッド部を説明する。但し、図５
Ａ乃至図５Ｄを参照して説明した構成と重複される構成についての詳細な説明は省略する
。
【００９３】
図６を参照すれば、第１線Ｌ１は第１地点Ｐ１に収斂し、第２線Ｌ２は第２地点Ｐ２に収
斂する。第１地点Ｐ１と第２地点Ｐ２とは中心線ＲＬ上でそれぞれ異なる位置にある。
【００９４】
第３線Ｌ３は第３地点Ｐ３に収斂し、第３地点Ｐ３は中心線ＲＬ上で第１地点Ｐ１と同一
の位置にある。また、第４線Ｌ４は第４地点Ｐ４に収斂し、第４地点Ｐ４は中心線ＲＬ上
で第２地点Ｐ２と同一の位置にある。
【００９５】
本発明の一実施形態において、第１及び第３地点Ｐ１、Ｐ３から基準パッドＲＰＤまでの
離隔距離ｄ１は第２及び第４地点Ｐ２、Ｐ４から基準パッドＲＰＤまでの離隔距離ｄ２よ
り小さい。
【００９６】
図７を参照すれば、第１地点Ｐ１と第３地点Ｐ３は中心線ＲＬ上で同一の位置にあり、第
２地点Ｐ２と第４地点Ｐ４は中心線ＲＬ上で同一の位置にある。
【００９７】
本発明の一実施形態において、第１及び第３地点Ｐ１、Ｐ３から基準パッドＲＰＤまでの
離隔距離ｄ１は第２及び第４地点Ｐ２、Ｐ４から基準パッドＲＰＤまでの離隔距離ｄ２よ
り大きい。
【００９８】
図８を参照すれば、第１地点Ｐ１と第３地点Ｐ３とは中心線ＲＬ上で同一の位置にある。
第２地点Ｐ２及び第４地点Ｐ４は第１方向軸Ａ１と平行になり、第１地点Ｐ１及び第３地
点Ｐ３を通過する平行線ＰＬ上に位置する。また、第２地点Ｐ２は中心線ＲＬの左側に位
置し、第４地点Ｐ４は中心線ＲＬの右側に位置する。
【００９９】
図９を参照すれば、第１地点Ｐ１と第３地点Ｐ３とは中心線ＲＬ上で同一の位置にある。
第２地点Ｐ２及び第４地点Ｐ４は中心線ＲＬと交差（たとえば、直交）し、第１地点Ｐ１
と第３地点Ｐ３と交わる平行線ＰＬ上に位置する。また、第２地点Ｐ２は中心線ＲＬの右
側に位置し、第４地点Ｐ４は中心線ＲＬの左側に位置する。
【０１００】
図１０を参照すれば、中心線ＲＬと平行なサブ中心線ＲＬ１、ＲＬ２が定義される。サブ
中心線ＲＬ１、ＲＬ２の中で第１サブ中心線ＲＬ１は中心線ＲＬと第１パッド群ＰＧ１と
の間に配置され、第２サブ中心線ＲＬ２は中心線ＲＬと第３パッド群ＰＧ３との間に配置
される。
【０１０１】
入力パッド部ＩＰＰ－１１０はサブ中心線ＲＬ１、ＲＬ２に重畳し、サブ中心線ＲＬ１、
ＲＬ２と平行な方向に延長された第１及び第２基準パッドＲＰＤ１、ＲＰＤ２をさらに含
む。第１及び第２基準パッドＲＰＤ１、ＲＰＤ２は第１パッド群ＰＧ１と第３パッド群Ｐ
Ｇ３との間に配置される。
【０１０２】
第１線Ｌ１が収斂する第１地点Ｐ１は第１サブ中心線ＲＬ１上に位置し、第３線Ｌ３が収
斂する第３地点Ｐ３は第２サブ中心線ＬＲ２上に位置する。また、第２線Ｌ２は収斂する
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第２地点Ｐ２は第４線Ｌ４が収斂する第４地点Ｐ４と同一の位置にあり、第２地点Ｐ２及
び第４地点Ｐ４は中心線ＲＬに位置する。第２地点Ｐ２及び第４地点Ｐ４は中心線ＲＬの
外の第１サブ中心線ＲＬ１と第２サブ中心線ＲＬ２との間に位置する。
【０１０３】
図１１を参照すれば、第１パッド群ＰＧ１と第３パッド群ＰＧ３との間には基準パッドが
配置されないこともあり得る。第１パッド群ＰＧ１と第３パッド群ＰＧ３との間には中心
線ＲＬのみが定義される。
【０１０４】
図１２は本発明の一実施形態に係る電子機器の電子部品が結合されたパッド部を示した平
面図である。以下、図１２を参照して本発明の一実施形態に係る電子機器を説明する。但
し、図１乃至図１１を参照して説明した構成と重複される構成についての詳細な説明は省
略する。
【０１０５】
フレキシブル配線基板１２２の出力パッドＯＰＤ－１２０は表示パネル１１０の入力パッ
ドＩＰＤ－１１０に電気的に接続される。本実施形態で第２電子部品１２０（図３Ａ及び
図３Ｂ参照）はフレキシブル配線基板１２２のみを含む。図示しなかったが、データ駆動
回路１２５（図３Ａ及び図３Ｂ参照）は表示パネル１１０の非表示領域ＢＡに配置されて
もよい。本実施形態で駆動チップの例としてデータ駆動回路１２５を説明したが、駆動チ
ップの種類は変更してもよい。
【０１０６】
表示パネル１１０は非表示領域ＢＡに配置されたデータ駆動回路接続用パッド部ＩＰＰ－
１１０’、ＯＰＰ－１１０’をさらに含む。接続用パッド部ＩＰＰ－１１０’、ＯＰＰ－
１１０’は入力パッド部ＩＰＰ－１１０’及び出力パッド部ＯＰＰ－１１０’を含む。入
力パッド部ＩＰＰ－１１０’は入力パッドＩＰＤ－１１０’を含み、出力パッド部ＯＰＰ
－１１０’は出力パッドＯＰＤ－１１０’を含む。
【０１０７】
具体的な設計値は異なるが、出力パッド部ＯＰＰ－１１０’は図５Ａ乃至図５Ｄを参照し
て説明した表示パネル１１０の入力パッド部ＩＰＰ－１１０のパッドと類似な配列及び形
状のパッドを含む。また、出力パッド部ＯＰＰ－１１０’は図６乃至図１１に図示した入
力パッド部ＩＰＰ－１１０のパッドと類似なパターンのパッドを含む。入力パッド部ＩＰ
Ｐ－１１０’は出力パッド部ＯＰＰ－１１０’のパッドと同一であるか、或いは出力パッ
ド部ＯＰＰ－１１０’のパッドと第１方向軸Ａ１に対して対称であるパッドを含む。
【０１０８】
表示パネル１１０の入力パッドＩＰＤ－１１０は信号配線ＳＬ－１１０の中で一部を通じ
てデータ駆動回路接続用入力パッド部ＩＰＰ－１１０’に結合される。図示しなかったが
、信号配線ＳＬ－１１０の中で他の一部はデータ駆動回路接続用出力パッド部ＯＰＰ－１
１０’に直接結合されてもよい。表示パネル１１０の入力パッドＩＰＤ－１１０は信号配
線ＳＬ－１１０の中でその他の一部を通じて未図示したゲート配線又はデータ配線に直接
結合されてもよい。
【０１０９】
データ駆動回路１２５は入力パッド部ＩＰＰ－１１０’及び出力パッド部ＯＰＰ－１１０
’に対応するパッド部を含む。データ駆動回路１２５は入力パッド部ＩＰＰ－１１０’と
同様に設計されたパッド部及び出力パッド部ＯＰＰ－１１０’と同様に設計されたパッド
部を含む。データ駆動回路１２５のパッド部は未図示した導電性接着フィルムを通じて入
力パッド部ＩＰＰ－１１０’及び出力パッド部ＯＰＰ－１１０’に電気的に結合される。
即ち、データ駆動回路１２５と入力パッド部ＩＰＰ－１１０’及び出力パッド部ＯＰＰ－
１１０’との結合構造は図４Ａ乃至図４Ｃを参照して説明した表示パネル１１０の入力パ
ッド部ＩＰＰ－１１０及びフレキシブル配線基板１２２の出力パッド部ＯＰＰ－１２０の
結合構造と実質的に同一である。
【０１１０】
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図１３は本発明の一実施形態に係る電子機器のボンディング工程を示したフローチャート
である。図１４Ａは本発明の一実施形態に係るボンディング工程の中で整列段階を示した
平面図である。図１４Ｂは本発明の一実施形態に係るボンディング工程の中でｙ軸補正段
階を示した平面図である。図１４Ｃは本発明の一実施形態に係るボンディング工程の中で
結合段階を示した平面図である。
【０１１１】
図１４Ａ乃至図１４Ｃには第１乃至第４パッド群ＰＧ１乃至ＰＧ４を含む入力パッド部Ｉ
ＰＰ－１１０及び第１乃至第４パッド群ＰＧ１０乃至ＰＧ４０を含む出力パッド部ＯＰＰ
－１２０を例示的に図示した。入力パッド部ＩＰＰ－１１０のパッド群の各々は２つの入
力パッドを含み、出力パッド部ＯＰＰ－１２０のパッド群の各々は２つの出力パッドを含
む。本実施形態で入力パッド部ＩＰＰ－１１０の入力パッドの各々の延長線に沿う長さは
出力パッド部ＯＰＰ－１２０の出力パッドＯＰＤ－１２０の各々の延長線に沿う長さより
大きい。図面を簡略に示すために出力パッド部ＯＰＰ－１２０の出力パッドの延長線は図
示していない。
【０１１２】
図１３を参照すれば、先ず入力パッド部ＩＰＰ－１１０と出力パッド部ＯＰＰ－１２０と
を整列する（Ｓ６０１）。図１４Ａに示したように、表示パネル１１０の第１及び第２ア
ライメントマークＡＭ１、ＡＭ１０とフレキシブル配線基板１２２の第１及び第２アライ
メントマークＡＭ２、ＡＭ２０とを利用して整列させる。表示パネル１１０の第１及び第
２アライメントマークＡＭ１、ＡＭ１０とフレキシブル配線基板１２２の第１及び第２ア
ライメントマークＡＭ２、ＡＭ２０とを第２方向軸Ａ２の変位を一致させる。ボンディン
グ方法を説明することにおいて、第２方向軸Ａ２はＹ軸を示し、第１方向軸Ａ１はＸ軸を
示す。
【０１１３】
入力パッド部ＩＰＰ－１１０と出力パッド部ＯＰＰ－１２０とを同様に設計しても、フレ
キシブル配線基板１２２又は表示パネル１１０の製造誤差によって、入力パッド部ＩＰＰ
－１１０と出力パッド部ＯＰＰ－１２０とのＸ軸に沿う変位が一致しないこともあり得る
。例えば、製造工程の中で温度及び湿度の影響によってフレキシブル配線基板１２２の出
力パッド部ＯＰＰ－１２０は設計値よりＸ軸に収斂する。言い換えれば、入力パッド部Ｉ
ＰＰ－１１０と出力パッド部ＯＰＰ－１２０との各々は設計されたことと異なるピッチを
有する。
【０１１４】
これにより、入力パッド部ＩＰＰ－１１０の第１及び第３パッド群ＰＧ１、ＰＧ３の入力
パッドの延長線は同一の位置に配置された第１地点Ｐ１及び第３地点Ｐ３に収斂し、入力
パッド部ＩＰＰ－１１０の第２及び第４パッド群ＰＧ２、ＰＧ４の入力パッドの延長線は
同一の位置に配置された第２地点Ｐ２及び第４地点Ｐ４に収斂する。出力パッド部ＯＰＰ
－１２０の第１及び第３パッド群ＰＧ１０、ＰＧ３０の出力パッドの延長線は同一の位置
に配置された第５地点Ｐ１０及び第７地点Ｐ３０に収斂し、出力パッド部ＯＰＰ－１２０
の第２及び第４パッド群ＰＧ２０、ＰＧ４０の出力パッドの延長線は同一の位置に配置さ
れた第６地点Ｐ２０及び第８地点Ｐ４０に収斂する。第５地点Ｐ１０及び第７地点Ｐ３０
は第１地点Ｐ１及び第３地点Ｐ３と異なる位置に配置される。第６地点Ｐ２０及び第８地
点Ｐ４０は第２地点Ｐ２及び第４地点Ｐ４と異なる位置に配置される。
【０１１５】
次の、入力パッド部ＩＰＰ－１１０と出力パッド部ＯＰＰ－１２０とのＸ軸に沿う変位誤
差ΔＸを測定する（Ｓ６０２）。図１４Ａに示したように、表示パネル１１０の第１アラ
イメントマークＡＭ１とフレキシブル配線基板１２２の第１アライメントマークＡＭ２と
の間の変位差ΔＸ１又は表示パネル１１０の第２アライメントマークＡＭ１０とフレキシ
ブル配線基板１２２の第２アライメントマークＡＭ２０との間の変位差ΔＸ２を測定する
。
【０１１６】
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次に、変位誤差ΔＸを判断する（Ｓ６０３）。変位誤差ΔＸが基準値以下、例えば、変位
誤差ΔＸが０であれば、製造誤差は発生していないことと判断する。したがって、直ちに
入力パッド部ＩＰＰ－１１０と出力パッド部ＯＰＰ－１２０とを結合する（Ｓ６０４）。
基準値は入力パッド部ＩＰＰ－１１０と出力パッド部ＯＰＰ－１２０との数値によって所
定の範囲で設定される。
【０１１７】
変位誤差ΔＸが基準値より大きければ、製造誤差が発生したことと判断する。したがって
、ｙ軸補正値ΔＹを算出する（Ｓ６０５）。但し、ｙ軸補正値ΔＹを算出する過程はＸ軸
に沿う変位誤差ΔＸが許容範囲内にある場合に実施する。即ち、Ｘ軸に沿う変位誤差ΔＸ
が基準値より非常に大きい場合、不良として取り扱われる。
【０１１８】
ｙ軸補正値ΔＹは下の数式（６）に示す計算式によって算出される。
【数６】

数式（６）中、θはサンプリングパッドの延長線と中心線ＲＬとの夾角として定義される
。サンプリングパッドは最外側に配置されたパッドである。
【０１１９】
図１４Ａに示したように、サンプリングパッドは第２アライメントマークＡＭ１０に結合
された入力パッドＩＰＤ－１１０又は第２アライメントマークＡＭ２０に結合された出力
パッドＯＰＤ－１２０である。
【０１２０】
数式（６）によってｙ軸補正値ΔＹが算出されれば、図１４Ｂに示したように、ｙ軸補正
を実施する（Ｓ６０６）。表示パネル１１０とフレキシブル配線基板１２２との中でいず
れか１つを第２方向軸Ａ２に沿ってｙ軸補正値ΔＹ程度上／下方向に移動させてｙ軸補正
を実施する。これにより、図１４Ｂに示したように、入力パッドＩＰＤ－１１０と出力パ
ッドＯＰＤ－１２０との対応するパッドの重畳面積が増加する。
【０１２１】
ｙ軸補正によって、第５地点Ｐ１０及び第７地点Ｐ３０は第１地点Ｐ１及び第３地点Ｐ３
と実質的に同一の位置に配置されてもよい。第６地点Ｐ２０及び第８地点Ｐ４０は第２地
点Ｐ２及び第４地点Ｐ４と実質的に同一の位置に配置されてもよい。
【０１２２】
本発明の一実施形態で、ｙ軸補正値ΔＹ算出とｙ軸補正とは他の方法によって行ってもよ
い。表示パネル１１０とフレキシブル配線基板１２２との中でいずれか１つを第２方向軸
Ａ２に沿って上／下方向に移動させながら、入力パッドＩＰＤ－１１０と出力パッドＯＰ
Ｄ－１２０との重畳面積が最大である地点を選定する。
【０１２３】
ｙ軸補正を実施した後、入力パッド部ＩＰＰ－１１０と出力パッド部ＯＰＰ－１２０とを
結合する（Ｓ６０４）。ツールを利用して導電性接着フィルム１４０を介して入力パッド
部ＩＰＰ－１１０と出力パッド部ＯＰＰ－１２０とを熱圧着する。
【０１２４】
ツールから放出された熱によって出力パッド部ＯＰＰ－１２０と入力パッド部ＩＰＰ－１
１０とは第１方向軸Ａ１に沿って膨張していてもよい。実質的にフレキシブル配線基板１
２２は表示パネル１１０より熱膨張率が大きいので、出力パッド部ＯＰＰ－１２０は入力
パッド部ＩＰＰ－１１０よりさらに多く膨脹することがある。また、出力パッド部ＯＰＰ
－１２０は第１方向軸Ａ１に沿う位置にしたがってそれぞれ異なる比率に膨張する。
【０１２５】
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図１４Ｃに示したように、熱圧着された後に出力パッドＯＰＤ－１２０は対応する入力パ
ッドＩＰＤ－１１０に対して中心線ＲＬから外側にシフトされる。出力パッドＯＰＤ－１
２０が第１方向軸Ａ１に沿って膨脹したためである。中心線ＲＬから外側に配置されるほ
ど、出力パッドＯＰＤ－１２０のシフトされた変位は増加する。
【０１２６】
これにより、第５地点Ｐ１０及び第７地点Ｐ３０は第１地点Ｐ１及び第３地点Ｐ３と異な
る位置に配置される。第６地点Ｐ２０及び第８地点Ｐ４０は第２地点Ｐ２及び第４地点Ｐ
４と異なる位置に配置される。
【０１２７】
本発明の一実施形態に係る電子機器はツールを利用する熱圧着工程で出力パッド部ＯＰＰ
－１２０と入力パッド部ＩＰＰ－１１０とが上述したように変形されても、出力パッド部
ＯＰＰ－１２０と入力パッド部ＩＰＰ－１１０との電気的結合の信頼性が向上される。
【０１２８】
本発明の一実施形態に係る電子機器は図５Ｃを参照して説明したように、出力パッドＯＰ
Ｄ－１２０がピッチが他のパッド群ＰＧ１乃至ＰＧ４を含み、入力パッドＩＰＤ－１１０
がピッチが他のパッド群ＰＧ１０乃至ＰＧ４０を含むので、出力パッド部ＯＰＰ－１２０
と入力パッド部ＩＰＰ－１１０とが第１方向軸Ａ１に沿って非等方的に膨脹した場合、対
応する出力パッドと入力パッドとの結合面積は所定の面積より大きくなる。したがって、
対応する出力パッドと入力パッドとは基準値以下のコンタクト抵抗を有する。
【０１２９】
相対的に膨脹率が小さい第１パッド群ＰＧ１０の出力パッドＯＰＤ－１２０は相対的に小
さい比率に結合面積が減少する。相対的に膨脹率が大きい第２パッド群ＰＧ２０の出力パ
ッドＯＰＤ－１２０は相対的に大きい比率に結合面積が減少する。それにも拘らず、第２
パッド群ＰＧ２０の出力パッドＯＰＤ－１２０は第１パッド群ＰＧ１０の出力パッドＯＰ
Ｄ－１２０より大きい幅を有するので、所定の面積より大きい結合面積を有する。
【０１３０】
また、相対的に膨脹率が大きい第２パッド群ＰＧ２０の出力パッドＯＰＤ－１２０は、第
１パッド群ＰＧ１０の出力パッドＯＰＤ－１２０の間隔Ｇ１、Ｇ１０より相対的に大きい
間隔Ｇ２、Ｇ２０に離隔されたので、対応する入力パッドＩＰＤ－１１０に隣接する入力
パッドに電気的に結合されないことになる。即ち、誤接続が防止される。このような誤接
続は第２パッド群ＰＧ２の入力パッドＩＰＤ－１１０が相対的に大きい間隔Ｇ２、Ｇ２０
に離隔されたので、さらに減少する。
【０１３１】
図１４Ａ乃至図１４Ｃは入力パッド部ＩＰＰ－１１０の第１乃至第４地点Ｐ１、Ｐ２、Ｐ
３、Ｐ４が表示パネル１１０側に位置するように設計されたパッド構造を例示的に図示し
た。この時、出力パッド部ＯＰＰ－１２０の第５乃至第８地点Ｐ１０、Ｐ２０、Ｐ３０、
Ｐ４０もやはり表示パネル１１０側に位置するように設計されたパッド構造を有する。し
かし、入力パッド部ＩＰＰ－１１０と出力パッド部ＯＰＰ－１２０とのパッド構造はこれ
に限定されない。
【０１３２】
図１５は本発明の一実施形態に係るボンディング工程が完了した電子機器のパッド部を示
した平面図である。入力パッド部ＩＰＰ－１１０の第１乃至第４地点Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、
Ｐ４はフレキシブル配線基板１２２側に位置される。この時、出力パッド部ＯＰＰ－１２
０の第５乃至第８地点Ｐ１０、Ｐ２０、Ｐ３０、Ｐ４０もやはりフレキシブル配線基板１
２２側に位置される。
【０１３３】
図１５に図示した電子機器のボンディング工程は図１３乃至図１４Ｃを参照して説明した
ことと実質的に同一である。図１４Ｂを参照して説明したｙ軸補正段階で、フレキシブル
配線基板１２２を図１４Ｂで移動した方向と反対に移動してｙ軸補正を実施することがで
きる。
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【０１３４】
図１６Ａは本発明の一実施形態に係る２つの電子部品の分離されたパッド部を示した平面
図である。図１６Ｂは本発明の一実施形態に係る２つの電子部品の結合されたパッド部を
示した平面図である。以下、図１６Ａ及び図１６Ｂを参照して本発明の一実施形態に係る
電子機器を説明する。但し、図１乃至図１５を参照して説明した構成と重複される構成に
ついての詳細な説明は省略する。
【０１３５】
図１６Ａ及び図１６Ｂに示したように、表示パネル１１０及びフレキシブル配線基板１２
２の各々は第２方向軸Ａ２に沿って配列された複数のパッド行を含む。複数のパッド行の
各々は第１方向軸Ａ１に沿って配列された複数のパッドを含む。本実施形態は２つのパッ
ド行を各々含む表示パネル１１０及びフレキシブル配線基板１２２を例示的に図示した。
表示パネル１１０とフレキシブル配線基板１２２との各々が複数のパッド行を含むことに
よって第１方向軸Ａ１に沿う狭い範囲内にさらに多いパッドを配置させる。
【０１３６】
表示パネル１１０の２つのパッド行は第１入力パッド部ＩＰＰ１－１１０及び第２入力パ
ッド部ＩＰＰ２－１１０として各々定義される。第１入力パッド部ＩＰＰ１－１１０及び
第２入力パッド部ＩＰＰ２－１１０の各々は複数の入力パッドＩＰＤ－１１０を含む。第
１入力パッド部ＩＰＰ１－１１０の入力パッドＩＰＤ－１１０と及び第２入力パッド部Ｉ
ＰＰ２－１１０の入力パッドＩＰＤ－１１０とはそれぞれ異なる信号を受信することがで
きる。本発明の一実施形態で、第１入力パッド部ＩＰＰ１－１１０の入力パッドＩＰＤ－
１１０の一部と第２入力パッド部ＩＰＰ２－１１０の入力パッドＩＰＤ－１１０の一部と
は同一の信号を受信してもよい。
【０１３７】
フレキシブル配線基板１２２の２つのパッド行は第１出力パッド部ＯＰＰ１－１２０及び
第２出力パッド部ＯＰＰ２－１２０として各々定義される。第１出力パッド部ＯＰＰ１－
１２０及び第２出力パッド部ＯＰＰ２－１２０の各々は複数の出力パッドＯＰＤ－１２０
を含む。
【０１３８】
図１６Ｂに示したように、第１出力パッド部ＯＰＰ１－１２０及び第２出力パッド部ＯＰ
Ｐ２－１２０は第１入力パッド部ＩＰＰ１－１１０及び第２入力パッド部ＩＰＰ２－１１
０に各々電気的に結合される。本実施形態で、入力パッドＩＰＤ－１１０と出力パッドＯ
ＰＤ－１２０とは１：１対応されることと図示したが、これに制限されない。本発明の他
の実施形態で、入力パッド部ＩＰＰ－１１０と出力パッド部ＯＰＰ－１２０とはそれぞれ
異なる個数のパッド及びそれぞれ異なる個数のパッド行を含んでもよい。
【０１３９】
図１７Ａ乃至図１７Ｂは本発明の一実施形態に係る第１電子部品のパッド部を示した平面
図である。図１７Ａは第１入力パッド部ＩＰＰ１－１１０の入力パッドの延長線を具体的
に図示し、図１７Ｂは第２入力パッド部ＩＰＰ２－１１０の入力パッドの延長線を具体的
に図示した。
【０１４０】
図１７Ａに示したように、第１入力パッド部ＩＰＰ１－１１０は図５Ａ乃至図５Ｄを参照
して説明した入力パッド部ＩＰＰ－１１０と同様に配列された複数の入力パッドを含む。
第１入力パッド部ＩＰＰ１－１１０は中心線ＲＬを基準に左側に配置された第１パッド群
ＰＧ１及び第２パッド群ＰＧ２、右側に配置された第３パッド群ＰＧ３及び第４パッド群
ＰＧ４、及び中心線ＲＬに重畳する基準パッドＲＰＤを含む。第１乃至第４パッド群ＰＧ
１、ＰＧ２、ＰＧ３、ＰＧ４は複数の第１パッドＰＤ１、複数の第２パッドＰＤ２、複数
の第３パッドＰＤ３、及び複数の第４パッドＰＤ４を各々含む。
【０１４１】
複数の第１パッドＰＤ１の第１線Ｌ１は第１地点Ｐ１－１に収斂し、複数の第２パッドＰ
Ｄ２の第２線Ｌ２は第２地点Ｐ２－１に収斂する。第１地点Ｐ１－１は中心線ＲＬ上に位
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置し、第２地点Ｐ２－１は中心線ＲＬの外に位置する。複数の第３パッドＰＤ３の第３線
Ｌ３は第３地点Ｐ３－１に収斂し、複数の第４パッドＰＤ４の第４線Ｌ４は第４地点Ｐ４
－１に収斂する。第１地点Ｐ１－１と第３地点Ｐ３－１とは同一の位置にある。第４地点
Ｐ４－１は中心線ＲＬを基準に第２地点Ｐ２－１に対称である地点に位置する。
【０１４２】
本発明の一実施形態で第１地点Ｐ１－１、第２地点Ｐ２－１、第３地点Ｐ３－１、及び第
４地点Ｐ４－１が図６乃至図１１に図示した第１地点Ｐ１、第２地点Ｐ２、第３地点Ｐ３
、及び第４地点Ｐ４に対応されるように第１パッドＰＤ１、第２パッドＰＤ２、第３パッ
ドＰＤ３、及び第４パッドＰＤ４のピッチ及び中心線ＲＬに対する勾配等は変更してもよ
い。
【０１４３】
図１７Ｂに示したように、第２入力パッド部ＩＰＰ２－１１０は図５Ａ乃至図５Ｄを参照
して説明した入力パッド部ＩＰＰ－１１０と同様に配列された複数の入力パッドを含む。
第２入力パッド部ＩＰＰ２－１１０は中心線ＲＬを基準に左側に配置された第１及び第２
パッド群ＰＧ１０、ＰＧ２０、右側に配置された第３及び第４パッド群ＰＧ３０、ＰＧ４
０、及び中心線ＲＬに重畳する基準パッドＲＰＤを含む。第１乃至第４パッド群ＰＧ１０
、ＰＧ２０、ＰＧ３０、ＰＧ４０は複数の第１パッドＰＤ１０、複数の第２パッドＰＤ２
０、複数の第３パッドＰＤ３０、及び複数の第４パッドＰＤ４０を各々含む。
【０１４４】
複数の第１パッドＰＤ１０の第１線Ｌ１０は第５地点Ｐ１－２に収斂し、複数の第２パッ
ドＰＤ２０第２線Ｌ２０は第６地点Ｐ２－２に収斂する。第５地点Ｐ１－２は中心線ＲＬ
上に位置し、第６地点Ｐ２－２は中心線ＲＬの外に位置する。複数の第３パッドＰＤ３０
の第３線Ｌ３０は第７地点Ｐ３－２に収斂し、複数の第４パッドＰＤ４０の第４線Ｌ４０
は第８地点Ｐ４－２に収斂する。第５地点Ｐ１－２と第７地点Ｐ３－２とは同一の位置に
ある。第８地点Ｐ４－２は中心線ＲＬを基準に第６地点Ｐ２－２に対称である地点に位置
する。
【０１４５】
本実施形態で第２入力パッド部ＩＰＰ２－１１０の複数の第１パッドＰＤ１０、複数の第
２パッドＰＤ２０、複数の第３パッドＰＤ３０、及び複数の第４パッドＰＤ４０は実質的
に第１入力パッド部ＩＰＰ１－１１０の複数の第１パッドＰＤ１、複数の第２パッドＰＤ
２、複数の第３パッドＰＤ３、及び複数の第４パッドＰＤ４と各々同一のピッチ及び中心
線ＲＬに対する勾配を有する。即ち、第２入力パッド部ＩＰＰ２－１１０のパッドは第１
入力パッド部ＩＰＰ１－１１０のパッドが第２方向軸Ａ２に沿って移動されたようなピッ
チ及び配列を有する。したがって、第１乃至第４地点Ｐ１－１、Ｐ２－１、Ｐ３－１、Ｐ
４－１が第２方向軸Ａ２に沿って移動されれば、第５乃至第８地点Ｐ１－２、Ｐ２－２、
Ｐ３－２、Ｐ４－２に各々重畳される。
【０１４６】
本発明の一実施形態で第５地点Ｐ１－２、第６地点Ｐ２－２、第７地点Ｐ３－２、及び第
８地点Ｐ４－２が図６乃至図１１に図示した第１地点Ｐ１、第２地点Ｐ２、第３地点Ｐ３
、及び第４地点Ｐ４に対応されるように第１パッドＰＤ１０、第２パッドＰＤ２０、第３
パッドＰＤ３０、及び第４パッドＰＤ４０のピッチ及び中心線ＲＬに対する勾配等は変更
してもよい。
【０１４７】
本発明の一実施形態で第５地点Ｐ１－２、第６地点Ｐ２－２、第７地点Ｐ３－２、及び第
８地点Ｐ４－２は第１地点Ｐ１、第２地点Ｐ２、第３地点Ｐ３、及び第４地点Ｐ４に各々
重畳するように配置されてもよい。第５地点Ｐ１－２、第６地点Ｐ２－２、第７地点Ｐ３
－２、及び第８地点Ｐ４－２が第１地点Ｐ１、第２地点Ｐ２、第３地点Ｐ３、及び第４地
点Ｐ４に各々重畳するように第１パッドＰＤ１０、第２パッドＰＤ２０、第３パッドＰＤ
３０、及び第４パッドＰＤ４０のピッチ及び中心線ＲＬに対する勾配等は変更してもよい
。
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【０１４８】
図１８乃至図２３は本発明の一実施形態に係る第１電子部品のパッド部を示した平面図で
ある。以下、図１８乃至図２３を参照して本発明の一実施形態に係る第１電子部品のパッ
ド部を説明する。但し、図１６Ａ乃至図１７Ｂを参照して説明した構成と重複する構成に
についての詳細な説明は省略する。
【０１４９】
図１８乃至図２３に図示した第２入力パッド部ＩＰＰ２－１１０のパッドは第１入力パッ
ド部ＩＰＰ１－１１０のパッドが第２方向軸Ａ２に沿って移動されたことと同様である。
別に図示しなかったが、本発明の一実施形態で第２入力パッド部ＩＰＰ２－１１０のパッ
ドと第１入力パッド部ＩＰＰ１－１１０とのパッドの中でいずれか１つは図６乃至図１１
に図示したパッドのピッチ、ピッチ及び中心線ＲＬに対する勾配等を満足する範囲で変更
して実施できる。
【０１５０】
図１８を参照すれば、第１地点Ｐ１－１と第２地点Ｐ２－１とは中心線ＲＬ上でそれぞれ
異なる位置にある。第３地点Ｐ３－１は中心線ＲＬ上で第１地点Ｐ１－１と同一の位置に
ある。また、第４地点Ｐ４－１は中心線ＲＬ上で第２地点Ｐ２－１と同一の位置にある。
【０１５１】
本発明の一実施形態において、第１及び第３地点Ｐ１－１、Ｐ３－１から基準パッドＲＰ
Ｄまでの離隔距離ｄ１は第２及び第４地点Ｐ２－１、Ｐ４－１から基準パッドＲＰＤまで
の離隔距離ｄ２より小さい。
【０１５２】
第５地点Ｐ１－２と第６地点Ｐ２－２とは中心線ＲＬ上でそれぞれ異なる位置にある。第
７地点Ｐ３－２は中心線ＲＬ上で第５地点Ｐ１－２と同一の位置にある。また、第８地点
Ｐ４－２は中心線ＲＬ上で第６地点Ｐ２－２と同一の位置にある。
【０１５３】
図１９を参照すれば、第１地点Ｐ１－１と第３地点Ｐ３－１とは中心線ＲＬ上で同一の位
置にあり、第２地点Ｐ２－１と第４地点Ｐ４－１とは中心線ＲＬ上で同一の位置にある。
本発明の一実施形態において、第１地点Ｐ１－１と第３地点Ｐ３－１とから基準パッドＲ
ＰＤまでの離隔距離ｄ１は第２地点Ｐ２－１と第４地点Ｐ４－１とから基準パッドＲＰＤ
までの離隔距離ｄ２より大きい。
【０１５４】
第５地点Ｐ１－２と第７地点Ｐ３－２とは中心線ＲＬ上で同一の位置にあり、第６地点Ｐ
２－２と第８地点Ｐ４－２とは中心線ＲＬ上で同一の位置にある。
【０１５５】
図２０を参照すれば、第１地点Ｐ１－１と第３地点Ｐ３－１とは中心線ＲＬ上で同一の位
置にある。第２地点Ｐ２－１及び第４地点Ｐ４－１は第１方向軸Ａ１と平行になり、第１
地点Ｐ１－１と第３地点Ｐ３－１と交わる第１平行線ＰＬ１上に位置する。また、第２地
点Ｐ２－１は中心線ＲＬの左側に位置し、第４地点Ｐ４－１は中心線ＲＬの右側に位置す
る。
【０１５６】
第５地点Ｐ１－２と第７地点Ｐ３－２とは中心線ＲＬ上で同一の位置にある。第６地点Ｐ
２－２及び第８地点Ｐ４－２は第１方向軸Ａ１と平行になり、第５地点Ｐ１－２と第７地
点Ｐ３－２と交わる第２平行線ＰＬ２上に位置する。また、第６地点Ｐ２－２は中心線Ｒ
Ｌの左側に位置し、第８地点Ｐ４－２は中心線ＲＬの右側に位置する。
【０１５７】
図２１を参照すれば、第１地点Ｐ１－１と第３地点Ｐ３－１とは中心線ＲＬ上で同一の位
置にある。第２地点Ｐ２－１及び第４地点Ｐ４－１は中心線ＲＬと交差（たとえば、直交
）し、第１地点Ｐ１－１及び第３地点Ｐ３－１を通過する第１平行線ＰＬ１上に位置する
。また、第２地点Ｐ２－１は中心線ＲＬの右側に位置し、第４地点Ｐ４－１は中心線ＲＬ
の左側に位置する。
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【０１５８】
第５地点Ｐ１－２と第７地点Ｐ３－２とは中心線ＲＬ上で同一の位置にある。第６地点Ｐ
２－２及び第８地点Ｐ４－２は中心線ＲＬと交差（たとえば、直交）し、第５地点Ｐ１－
２及び第７地点Ｐ３－２を通過する第２平行線ＰＬ２上に位置する。また、第６地点Ｐ２
－２は中心線ＲＬの右側に位置し、第８地点Ｐ４－２は中心線ＲＬの左側に位置する。
【０１５９】
図２２を参照すれば、中心線ＲＬと平行なサブ中心線ＲＬ１、ＲＬ２が定義される。サブ
中心線ＲＬ１、ＲＬ２の中で第１サブ中心線ＲＬ１は中心線ＲＬと第１パッド群ＰＧ１と
の間に配置され、第２サブ中心線ＲＬ２は中心線ＲＬと第３パッド群ＰＧ３との間に配置
される。
【０１６０】
第１入力パッド部ＩＰＰ１－１１０はサブ中心線ＲＬ１、ＲＬ２に重畳し、サブ中心線Ｒ
Ｌ１、ＲＬ２と平行な方向に延長された第１及び第２基準パッドＲＰＤ１、ＲＰＤ２をさ
らに含む。第１及び第２基準パッドＲＰＤ１、ＲＰＤ２は第１パッド群ＰＧ１と第３パッ
ド群ＰＧ３との間に配置される。
【０１６１】
第１地点Ｐ１－１は第１サブ中心線ＲＬ１上に位置し、第３地点Ｐ３－１は第２サブ中心
線ＬＲ２上に位置する。また、第２地点Ｐ２－１は第４地点Ｐ４－１と同一の位置にあり
、第２地点Ｐ２－１及び第４地点Ｐ４－１は中心線ＲＬに位置する。第２地点Ｐ２－１及
び第４地点Ｐ４－１は中心線ＲＬの外の第１サブ中心線ＲＬ１と第２サブ中心線ＲＬ２と
の間に位置する。
【０１６２】
第５地点Ｐ１－２は第１サブ中心線ＲＬ１上に位置し、第７地点Ｐ３－２は第２サブ中心
線ＬＲ２上に位置する。また、第６地点Ｐ２－２は第８地点Ｐ４－２と同一の位置にあり
、第６地点Ｐ２－２及び第８地点Ｐ４－２は中心線ＲＬに位置する。第６地点Ｐ２－２及
び第８地点Ｐ４－２は中心線ＲＬの外の第１サブ中心線ＲＬ１と第２サブ中心線ＲＬ２と
の間に位置する。
【０１６３】
図２３を参照すれば、第１パッド群ＰＧ１と第３パッド群ＰＧ３との間には基準パッドが
配置されなくともよい。第１パッド群ＰＧ１と第３パッド群ＰＧ３との間には中心線ＲＬ
のみが定義される。図２３に図示した第１電子部品のパッド部は基準パッドを除外し、図
１７Ａ及び図１７Ｂに図示した第１電子部品のパッド部と実質的に同一である。
【０１６４】
図２４Ａは本発明の一実施形態に係る第２電子部品の側面図である。図２４Ｂは本発明の
一実施形態に係る第２電子部品の第１平面図である。図２４Ｃは本発明の一実施形態に係
る第２電子部品の第２平面図である。図２５Ａは本発明の一実施形態に係る図２４Ｂ及び
図２４Ｃの第１切断線ＣＬ１に沿う断面図である。図２５Ｂは本発明の一実施形態に係る
図２４Ｂ及び図２４Ｃの第２切断線ＣＬ２に沿う断面図である。
【０１６５】
図２４Ｂは第２電子部品１２０の結合面ＣＳの平面図であり、図２４Ｃは第２電子部品１
２０の非結合面ＮＣＳの平面図である。図２４Ｂ及び図２４Ｃは後述する配線ＳＬ－１２
１、ＳＬ－１２２、ＳＬ－１２３、ＳＬ－１２４の説明をためにソルダレジスト層が省略
して図示した。以下、図２４Ａ乃至図２４Ｃを参照して本実施形態による第２電子部品を
説明する。
【０１６６】
第２電子部品１２０はフレキシブル配線基板１２２及びデータ駆動回路１２５を含む。デ
ータ駆動回路１２５は少なくとも１つの駆動チップを含む。データ駆動回路１２５はフレ
キシブル配線基板１２２の配線に電気的に結合される。本実施形態で第２電子部品１２０
はチップオンフィルム（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｆｉｌｍ）構造を図示したが、これに制限され
ない。本発明の一実施形態でデータ駆動回路１２５は省略されてもよい。また、フレキシ
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ブル配線基板１２２に具備されるアライメントマークは図示していない。
【０１６７】
フレキシブル配線基板１２２は少なくとも１つの絶縁層１２０－ＩＬ、複数のパッドＣＰ
Ｄ、ＩＰＤ－１２０、ＯＰＤ－１２０及び複数の配線ＳＬ－１２１、ＳＬ－１２２、ＳＬ
－１２３、ＳＬ－１２４を含む。複数のパッドＣＰＤ、ＩＰＤ－１２０、ＯＰＤ－１２０
及び複数の配線ＳＬ－１２１、ＳＬ－１２２、ＳＬ－１２３、ＳＬ－１２４は絶縁層１２
０－ＩＬ上に配置される。
【０１６８】
複数のパッドＣＰＤ、ＩＰＤ－１２０、ＯＰＤ－１２０はデータ駆動回路１２５の接続端
子に接続される接続パッドＣＰＤ、第３電子部品１３０（図１参照）に接続される入力パ
ッドＩＰＤ－１２０、及び表示パネル１１０（図１参照）に接続される出力パッドＯＰＤ
－１２０を含む。平面上で入力パッドＩＰＤ－１２０はフレキシブル配線基板１２２の一
側に配置された入力パッド部ＩＰＰ１－１２０、ＩＰＰ２－１２０として定義され、出力
パッドＯＰＤ－１２０はフレキシブル配線基板１２２の他側に配置された出力パッド部Ｏ
ＰＰ１－１２０、ＯＰＰ２－１２０として定義される。
【０１６９】
入力パッド部ＩＰＰ１－１２０、ＩＰＰ２－１２０は第１入力パッド部ＩＰＰ１－１２０
及び第２入力パッド部ＩＰＰ２－１２０を含む。第１入力パッド部ＩＰＰ１－１２０及び
第２入力パッド部ＩＰＰ２－１２０は１つのパッド行を各々含む。パッド行は第１方向軸
Ａ１に沿って配列された複数の入力パッドＩＰＤ－１２０を含む。
【０１７０】
出力パッド部ＯＰＰ１－１２０、ＯＰＰ２－１２０は第１出力パッド部ＯＰＰ１－１２０
及び第２出力パッド部ＯＰＰ２－１２０を含む。第１出力パッド部ＯＰＰ１－１２０及び
第２出力パッド部ＯＰＰ２－１２０は１つのパッド行を各々含む。パッド行は第１方向軸
Ａ１に沿って配列された複数の出力パッドＯＰＤ－１２０を含む。
【０１７１】
入力パッド部ＩＰＰ１－１２０、ＩＰＰ２－１２０の入力パッドＩＰＤ－１２０は第３電
子部品１３０の出力パッド部（図示せず）に対応するように配列される。第３電子部品１
３０の出力パッド部は図１６Ａ乃至図２３に図示した配列を有する。これにより、入力パ
ッド部ＩＰＰ１－１２０、ＩＰＰ２－１２０の入力パッドＩＰＤ－１２０もやはり図１６
Ａ乃至図２３に図示した配列を有する。
【０１７２】
出力パッド部ＯＰＰ１－１２０、ＯＰＰ２－１２０の出力パッドＯＰＤ－１２０は表示パ
ネル１１０の入力パッドＩＰＤ－１１０に対応するように配列される。これにより、出力
パッド部ＯＰＰ１－１２０、ＯＰＰ２－１２０の出力パッドＯＰＤ－１２０もやはり図１
６Ａ乃至図２３に図示した配列を有する。
【０１７３】
図２４Ａ乃至図２５Ｂに示したように、絶縁層１２０－ＩＬの一面上に複数のパッドＣＰ
Ｄ、ＩＰＤ－１２０、ＯＰＤ－１２０が配置される。複数の配線ＳＬ－１２１、ＳＬ－１
２２、ＳＬ－１２３、ＳＬ－１２４の中で一部と他の一部とはそれぞれ異なる層上に配置
される。複数の配線ＳＬ－１２１、ＳＬ－１２２、ＳＬ－１２３、ＳＬ－１２４の中で一
部は絶縁層１２０－ＩＬの一面上に配置され、他の一部は絶縁層１２０－ＩＬの他面上に
配置される。
【０１７４】
複数の配線ＳＬ－１２１、ＳＬ－１２２、ＳＬ－１２３、ＳＬ－１２４は第１配線ＳＬ－
１２１、第２配線ＳＬ－１２２、第３配線ＳＬ－１２３、及び第４配線ＳＬ－１２４を含
む。第２出力パッド部ＯＰＰ２－１２０の出力パッドＯＰＤ－１２０は第１配線ＳＬ－１
２１を通じて接続パッドＣＰＤの中で対応するパッドに電気的に結合され、第２入力パッ
ド部ＩＰＰ２－１２０の入力パッドＩＰＤ－１２０は第１配線ＳＬ－１２１を通じて接続
パッドＣＰＤの中で対応するパッドに電気的に結合される。本実施形態で接続パッドＣＰ
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Ｄはデータ駆動回路１２５の両側に重畳するように整列されてあるが、図２４Ｂに図示し
たことと異なりに接続パッドＣＰＤはデータ駆動回路１２５の接続端子に対応するように
ランダムに配列されてもよい。
【０１７５】
第１出力パッド部ＯＰＰ１－１２０の出力パッドＯＰＤ－１２０は第２配線ＳＬ－１２２
、第３配線ＳＬ－１２３、及び第４配線ＳＬ－１２４を経由して接続パッドＣＰＤの中で
対応するパッドに電気的に結合される。第１入力パッド部ＩＰＰ１－１２０の入力パッド
ＩＰＤ－１２０は第２配線ＳＬ－１２２、第３配線ＳＬ－１２３、及び第４配線ＳＬ－１
２４を経由して接続パッドＣＰＤの中で対応するパッドに電気的に結合される。
【０１７６】
第２配線ＳＬ－１２２は接続パッドＣＰＤの中で対応するパッドに結合される。第３配線
ＳＬ－１２３は第１出力パッド部ＯＰＰ１－１２０の出力パッドＯＰＤ－１２０に結合さ
れる。第４配線ＳＬ－１２４は第２配線ＳＬ－１２２と第３配線ＳＬ－１２３とを各々結
合する。
【０１７７】
第４配線ＳＬ－１２４と第２配線ＳＬ－１２２とは絶縁層１２０－ＩＬを貫通する第１貫
通ホールＣＨ１を通じて結合され、第４配線ＳＬ－１２４と第３配線ＳＬ－１２３とは絶
縁層１２０－ＩＬを貫通する第２貫通ホールＣＨ２を通じて結合される。
【０１７８】
フレキシブル配線基板１２２は絶縁層１２０－ＩＬの一面上に配置され、少なくとも第１
配線ＳＬ－１２１、第２配線ＳＬ－１２２、及び第３配線ＳＬ－１２３をカバーする第１
ソルダレジスト層１２０－ＳＲ１をさらに含む。少なくとも接続パッドＣＰＤ、入力パッ
ドＩＰＤ－１２０、及び出力パッドＯＰＤ－１２０は第１ソルダレジスト層１２０－ＳＲ
１から露出される。また、フレキシブル配線基板１２２は絶縁層１２０－ＩＬの他面上に
配置され、少なくとも第４配線ＳＬ－１２４をカバーする第２ソルダレジスト層１２０－
ＳＲ２をさらに含む。
【０１７９】
図２６Ａ乃至図２６Ｅは図２４Ｂ及び図２４Ｃに図示した配線を部分的に拡大した図面で
ある。図２４Ａ乃至図２５Ｂを参照して説明した構成と重複される構成についての詳細な
説明は省略する。
【０１８０】
図２６Ａは第２配線ＳＬ－１２２の中でいずれか１つの第１貫通ホールＣＨ１に重畳する
部分を拡大図示した。図２６Ａに示したように、第２配線ＳＬ－１２２はランド部ＬＰと
配線部ＳＰとを含む。
【０１８１】
ランド部ＬＰは第１貫通ホールＣＨ１に重畳し、配線部ＳＰに隣接するほど、幅Ｗ１が減
少する形状を有する。図２６Ａには円形状のランド部ＬＰを例示的に図示したが、これに
制限されなく、ランド部ＬＰの形状は変更してもよい。
【０１８２】
配線部ＳＰはランド部ＬＰと対応する接続パッドＣＰＤを結合する。ランド部ＬＰは可変
の第１幅Ｗ１を有し、配線部ＳＰはランド部ＬＰの最小幅Ｗ１より小さいか、或いは同一
の第２幅Ｗ２を有する。第１幅Ｗ１と第２幅Ｗ２とは配線部ＳＰの延長された方向に交差
（たとえば、直交）する方向で各測定されたものである。
【０１８３】
ランド部ＬＰが配線部ＳＰに隣接するほど、幅Ｗ１が減少する形状を有することによって
、フレキシブル配線基板１２２がベンディングされる時、ランド部ＬＰと配線部ＳＰとの
境界に印加される応力が減少する。ランド部ＬＰと配線部ＳＰとの境界に印加される応力
がランド部ＬＰによって分散されたためである。したがって、フレキシブル配線基板１２
２がベンディングされる時、第２配線ＳＬ－１２２に発生する亀裂（クラック）を防止す
ることができる。
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【０１８４】
別に図示しなかったが、第４配線ＳＬ－１２４は第２貫通ホールＣＨ２に重畳する部分に
配置され、配線部に隣接するほど、幅が減少する形状の第１ランド部及び第１貫通ホール
ＣＨ１に重畳する部分に配置され、配線部に隣接するほど、幅が減少する形状の第２ラン
ド部を含んでもよい。
【０１８５】
図２６Ｂは第３配線ＳＬ－１２３の中でいずれか１つの第２貫通ホールＣＨ２に重畳する
部分を拡大図示した。図２６Ｂに示したように、第３配線ＳＬ－１２３はランド部ＬＰと
配線部ＳＰ１、ＳＰ２とを含む。
【０１８６】
ランド部ＬＰは第２貫通ホールＣＨ２に重畳し、配線部ＳＰに隣接するほど、幅Ｗ１が減
少する形状を有する。図２６Ｂには楕円形状のランド部ＬＰを例示的に図示したが、これ
に制限されなく、ランド部ＬＰの形状は変更してもよい。
【０１８７】
配線部ＳＰ１、ＳＰ２は第１配線部ＳＰ１と第２配線部ＳＰ２とを含む。第１配線部ＳＰ
１は第２貫通ホールＣＨ２に重畳するランド部ＬＰと第１出力パッド部ＯＰＰ１－１２０
の出力パッドＯＰＤ－１２０とを結合する。第２配線部ＳＰ２は第２貫通ホールＣＨ２に
重畳するランド部ＬＰに結合される。図示しなかったが、第２配線部ＳＰ２を通じて第２
配線ＳＬ－１２２、第３配線ＳＬ－１２３、及び第４配線ＳＬ－１２４の接続信頼性を検
査することができる。
【０１８８】
図２６Ｃ乃至図２６Ｅは第３配線ＳＬ－１２３を拡大図示した。図２６Ｃ乃至図２６Ｅに
示したように、第３配線ＳＬ－１２３は延長方向と交差（たとえば、直交）する方向に配
列される。第２貫通ホールＣＨ２は第１方向軸Ａ１と傾いた方向に配列される。したがっ
て、第３配線ＳＬ－１２３のランド部ＬＰは第１方向軸Ａ１と傾いた方向に配列される。
これにより、第１方向軸Ａ１にしたがう狭い範囲内に多い数の第３配線ＳＬ－１２３を配
置させることができる。
【０１８９】
図２６Ｃ乃至図２６Ｅに示したように、ランド部ＬＰの形状は多様に変更してもよい。別
に図示しなかったが、第２配線ＳＬ－１２２もやはり図２６Ａに図示した図２６Ｃ乃至図
２６Ｅに示したように配列されてもよい。
【０１９０】
図２７Ａは本発明の一実施形態に係る第２電子部品の平面図である。図２７Ｂは図２７Ａ
の第３切断線に沿う断面図である。図２７Ａで配線は図示していない。図２７Ｂで表示パ
ネル１１０の入力パッドは図示していない。図２４Ａ乃至図２５Ｂを参照して説明した構
成と重複される構成についての詳細な説明は省略する。
【０１９１】
図２７Ａに示したように、フレキシブル配線基板１２２は第１出力パッド部ＯＰＰ１－１
２０と第２出力パッド部ＯＰＰ２－１２０との間に配置されたダミーパッドＤＰＤをさら
に含む。本実施形態で第２方向軸Ａ２に沿う第１出力パッド部ＯＰＰ１－１２０と第２出
力パッド部ＯＰＰ２－１２０との間の領域は中間領域ＤＰＡとして定義される。
【０１９２】
ダミーパッドＤＰＤは第１方向軸Ａ１に沿って配列される。ダミーパッドＤＰＤは一定な
間隔に離隔されて配置される。ダミーパッドＤＰＤは出力パッドＯＰＤ－１２０と離隔さ
れる。ダミーパッドＤＰＤは図１３を参照して説明したボンディング工程の以後に中間領
域ＤＰＡの浮き上がり不良を防止する。
【０１９３】
図２７Ｂに示したように、ダミーパッドＤＰＤは出力パッドＯＰＤ－１２０と同一の層上
に、即ち絶縁層１２０－ＩＬの一面配置される。ダミーパッドＤＰＤは導電性接着フィル
ム１４０に接着される。
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【０１９４】
ダミーパッドＤＰＤによって中間領域ＤＰＡで導電性接着フィルム１４０と絶縁層１２０
－ＩＬとの一面が接着されることを防止することができる。図１３を参照してボンディン
グ工程の中でツールを利用する熱圧着段階を説明した。導電性接着フィルム１４０と絶縁
層１２０－ＩＬの一面とが直接接着されれば、熱圧着段階以後、絶縁層１２０－ＩＬが熱
圧着以前の形状に回復する過程で浮きあがり不良が発生することがある。
【０１９５】
浮きあがり不良は導電性接着フィルム１４０と絶縁層１２０－ＩＬとの間又は導電性接着
フィルム１４０と表示パネル１１０との間で発生しうる。ダミーパッドＤＰＤが中間領域
ＤＰＡで導電性接着フィルム１４０と絶縁層１２０－ＩＬの一面との間の間隔を維持させ
ることによって、浮きあがり不良は防止できる。
【０１９６】
図２８Ａは本発明の一実施形態に係る第２電子部品の平面図である。図２８Ｂは図２８Ａ
の第１ダミーパッドを示した平面図である。図２８Ｃは図２８Ａの第２ダミーパッドを示
した平面図である。図２８Ａで配線は図示していない。図２４Ａ乃至図２５Ｂ、図２７Ａ
、及び図２７Ｂを参照して説明した構成と重複される構成についての詳細な説明は省略す
る。
【０１９７】
図２８Ａに示したように、フレキシブル配線基板１２２は少なくとも１つの第１ダミーパ
ッドＯＰＤ－１２０Ｄ１と少なくとも１つの第２ダミーパッドＯＰＤ－１２０Ｄ２とをさ
らに含む。第１ダミーパッドＯＰＤ－１２０Ｄ１と第２ダミーパッドＯＰＤ－１２０Ｄ２
との中でいずれか１つは省略されてもよい。第１ダミーパッドＯＰＤ－１２０Ｄ１と第２
ダミーパッドＯＰＤ－１２０Ｄ２とは信号が印加されないこともある。この時、第１ダミ
ーパッドＯＰＤ－１２０Ｄ１と第２ダミーパッドＯＰＤ－１２０Ｄ２とは配線に結合され
なくともよい。
【０１９８】
図２８Ａ及び図２８Ｂに示したように、第１ダミーパッドＯＰＤ－１２０Ｄ１は第１部分
ＰＰ１、第２部分ＰＰ２、及び第１部分ＰＰ１と第２部分ＰＰ２とを結合する第３部分Ｄ
Ｐを含む。第１部分ＰＰ１と第２部分ＰＰ２との各々は隣接する２つの出力パッドＯＰＤ
－１２０の中でいずれか１つと同一のピッチを有する。
【０１９９】
第３部分ＰＰ３は図２７Ａ及び図２７Ｂに図示したダミーパッドＤＰＤのような原理にし
たがって中間領域ＤＰＡで発生する浮きあがり不良を防止することができる。第３部分Ｐ
Ｐ３が中間領域ＤＰＡで導電性接着フィルム１４０と絶縁層１２０－ＩＬの一面との間の
間隔を維持させることによって、浮きあがり不良を防止することができる。
【０２００】
図２８Ａ及び図２８Ｃに示したように、第２ダミーパッドＯＰＤ－１２０Ｄ２は第１部分
ＰＰ及び第１部分ＰＰに結合された第２部分ＤＰを含む。第１部分ＰＰ１は隣接する２つ
の出力パッドＯＰＤ－１２０の中でいずれか１つと同一のピッチを有する。
【０２０１】
第２部分ＤＰは図２７Ａ及び図２７Ｂに図示したダミーパッドＤＰＤのような原理にした
がって中間領域ＤＰＡで発生する浮きあがり不良を防止することができる。第２部分ＤＰ
が中間領域ＤＰＡで導電性接着フィルム１４０と絶縁層１２０－ＩＬの一面との間の間隔
を維持させることによって、浮きあがり不良を防止することができる。
【０２０２】
以上、実施形態を参照して説明したが、該当技術分野の熟練された当業者は下記の特許請
求の範囲に記載された本発明の思想及び領域から逸脱しない範囲内で本発明を多様に修正
及び変更させ得る。また、本発明に開示された実施形態は本発明の技術思想を限定するた
めものでなく、下記の特許請求の範囲及びそれと同等な範囲内にある全て技術思想は本発
明の権利範囲に含まれることと理解されなければならない。
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【符号の説明】
【０２０３】
１００　電子機器
１１０　第１電子部品
１２０　第２電子部品
１２２　フレキシブル配線基板
１２５　データ駆動チップ
１３０　第３電子部品
１４０　異方性導電フィルム
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【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図４Ｃ】
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【図５Ｂ】 【図５Ｃ】

【図５Ｄ】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４Ａ】 【図１４Ｂ】
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【図１４Ｃ】 【図１５】

【図１６Ａ】 【図１６Ｂ】
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【図１７Ａ】 【図１７Ｂ】

【図１８】 【図１９】



(35) JP 6960500 B2 2021.11.5

【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】

【図２４Ａ】



(36) JP 6960500 B2 2021.11.5

【図２４Ｂ】

【図２４Ｃ】

【図２５Ａ】

【図２５Ｂ】

【図２６Ａ】 【図２６Ｂ】
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【図２６Ｃ】 【図２６Ｄ】

【図２６Ｅ】 【図２７Ａ】

【図２７Ｂ】
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【図２８Ａ】

【図２８Ｂ】

【図２８Ｃ】
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